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    101,0106,9 一般財団法人甲南会　〒658-0064 078-851-2161一般財団法人　甲南会具　英成 昭32.11. 1一般       358病院
     甲南病院 神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５－常　勤:   65　代表理事　平生　誠 療養        22現存
     １６ (医      65)三 平29.11. 1内   精   神内
     非常勤:   21 小   外   整外
     (医      21) 形外 脳外 皮  
     ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
     ④消内⑦消外⑲
     病理診断科⑳緩
     和ケア内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0176,2 田中産婦人科クリニッ〒658-0015 078-411-4122田中　享 田中　享 昭41. 1. 1産婦 診療所
     ク 神戸市東灘区本山南町４丁目１－常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0208,3 岡医院 〒658-0025 078-451-1514岡　清泰 岡　清泰 昭45.12. 1内   呼   循  診療所
     神戸市東灘区魚崎南町３丁目５－常　勤:    1 外   放   現存
     １７ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0218,2 吉田小児科医院 〒658-0064 078-841-3987吉田　澄子 吉田　澄子 昭46.12. 1小   診療所
     神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目２８常　勤:    1 現存
     －３３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0222,4 岡垣医院 〒658-0015 078-451-4039岡垣　寿太郎 岡垣　寿太郎 昭47. 4. 1皮   ひ   診療所
     神戸市東灘区本山南町４丁目１－常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0226,5 江原医院 〒658-0048 078-851-8606江原　英彦 江原　英彦 昭47. 8. 1内   胃   外  診療所
     神戸市東灘区御影郡家１丁目４番常　勤:    1 皮   現存
     ２号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0243,0 雨宮皮膚科 〒658-0083 078-452-4566雨宮　直幹 雨宮　直幹 昭50. 2. 1皮   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町４丁目６－常　勤:    1 現存
     １５ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0255,4 東神戸病院 〒658-0051 078-841-5731医療法人神戸健康共和遠山　治彦 昭51.10. 1一般       121病院
     神戸市東灘区住吉本町１丁目２４常　勤:   15会　理事長　藤末　衛 療養        45現存
     －１３ (医      15) 平24.10. 1内   呼   循  
     非常勤:    8 消   心内 外  
     (医       8) 呼外 こう 整外
     精   小   皮  
     リハ 放   



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     2 頁

    901,0268,7 医療法人社団五仁会　〒658-0084 078-452-7111医療法人社団五仁会　澁谷　浩二 昭54. 3. 1一般        45病院
     住吉川病院 神戸市東灘区甲南町５丁目６番７常　勤:    8理事長　西岡　正登 内   外   神内現存
     号 (医       8) 平30. 3. 1リハ 
     非常勤:    7 人工透析内科　
     (医       7) 糖尿病内科　腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0270,3 医療法人明倫会　宮地〒658-0016 078-451-1221医療法人明倫会宮地病髙橋　宏二 昭54. 5. 1一般        44病院
     病院 神戸市東灘区本山中町４丁目１－常　勤:    6院　理事長　宮地　千 療養        44現存
     ８ (医       6)尋 平30. 5. 1内   消   循  
     非常勤:   34 リハ 放   整外
     (医      34) 外   リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0279,4 吉田医院 〒658-0072 078-452-1666吉田　重雄 吉田　重雄 昭55. 9. 1内   胃   診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目４－１７常　勤:    1 現存
     オギタビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0280,2 東内科 〒658-0072 078-453-0005東　宗則 東　宗則 昭55.11. 1内   循   放  診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目３－３３常　勤:    1 現存
     サン岡本ビル２０１号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0282,8 上山小児科医院 〒658-0081 078-451-0212上山　尭碩 上山　尭碩 昭55.11. 1小   診療所
     神戸市東灘区田中町４丁目１－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0289,3 奥谷小児科 〒658-0015 078-451-6678奥谷　明弘 奥谷　明弘 昭56.12. 1小   診療所
     神戸市東灘区本山南町２丁目９－常　勤:    1 現存
     １２ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0299,2 小谷医院 〒658-0022 078-452-8031小谷　喬一 小谷　喬一 昭57. 9. 1内   小   放  診療所
     神戸市東灘区深江南町２丁目８－常　勤:    1 現存
     ７マンション西芦屋 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0302,4 岡野耳鼻咽喉科 〒658-0048 078-811-3387岡野　安雅 岡野　安雅 昭57.12. 1耳い アレ 診療所
     神戸市東灘区御影郡家２丁目１６常　勤:    1 現存
     番１６号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0305,7 川島クリニック 〒658-0022 078-411-2600川島　龍一 川島　龍一 昭58. 5. 1内   外   整外診療所
     神戸市東灘区深江南町１丁目１２常　勤:    1 リハ 現存
     －１３ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0309,9 中村医院 〒658-0014 078-452-7118中村　功 中村　功 昭59. 4. 1内   胃   循  診療所
     神戸市東灘区北青木４丁目１－３常　勤:    1 小   現存
     ０ (医       1) 平29. 4. 1
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   1901,0315,6 山内小児科 〒658-0072 078-412-5007山内　英一 山内　英一 昭60. 7. 1小   診療所
     神戸市東灘区岡本３丁目５－１４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0321,4 神尾小児科 〒658-0012 078-412-8811神尾　守房 神尾　守房 昭61.11. 1小   診療所
     神戸市東灘区本庄町１丁目１５－常　勤:    1 現存
     １２ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0333,9 山中整形外科 〒658-0046 078-821-6700山中　健作 山中　健作 昭63. 2. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市東灘区御影本町２丁目１７常　勤:    1 現存
     －５タカシマビル (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0334,7 藤田外科医院 〒658-0082 078-451-2237藤田　保 藤田　保 昭63. 1. 1外   リハ 診療所
     神戸市東灘区魚崎北町１丁目１３常　勤:    1 現存
     －９ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0337,0 石川クリニック 〒658-0054 078-854-3322石川　英二 石川　英二 昭63. 5. 1ひ   心内 診療所
     神戸市東灘区御影中町３－１－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0344,6 森垣胃腸科外科 〒658-0047 078-851-0300森垣　驍 森垣　驍 昭63.12. 1一般    診療所
     神戸市東灘区御影１丁目１２番９常　勤:    1 胃   外   こう現存
     号 (医       1) 平27.12. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0348,7 なかじま内科 〒658-0054 078-851-1857医療法人社団　健保会中島　健雄 平元. 8. 1呼   循   アレ診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目８－常　勤:    1　理事長　中島　健雄 現存
     ３ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0351,1 福田泌尿器皮膚科医院〒658-0081 078-452-6040医療法人社団　福起会福田　泰久 平元.11. 1一般         6診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１０－常　勤:    1　福田泌尿器皮膚科医 皮   ひ   現存
     １８ (医       1)院　理事長　福田　泰 平28.11. 1
     非常勤:    1久
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0354,5 浅野皮フ科 〒658-0052 078-842-1241團野　翔一 團野　翔一 平 2. 1. 1皮   診療所
     神戸市東灘区住吉東町４丁目７－常　勤:    1 現存
     ２７ラファエラ浅野ビル２０２号(医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0359,4 松本眼科 〒658-0047 078-851-7390松本　和郎 松本　和郎 平 2. 6. 1眼   診療所
     神戸市東灘区御影２丁目２番５－常　勤:    1 現存
     ２０１号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2901,0362,8 賀来医院 〒658-0081 078-411-4168賀来　正俊 賀来　正俊 平 2. 8. 1内   診療所
     神戸市東灘区田中町２丁目３－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0365,1 はま内科はーとクリニ〒658-0013 078-855-3933医療法人社団はま内科濱森　康雄 平 2. 9. 1内   循   他  診療所
     ック 神戸市東灘区深江北町３丁目４－常　勤:    2はーとクリニック　理 現存
     ２３深江ハイツ２階 (医       2)事長　濱森　康雄 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0368,5 山田内科 〒658-0083 078-453-6206医療法人社団　山田内山田　剛 平 3. 1. 1内   胃   放  診療所
     神戸市東灘区魚崎中町４丁目６－常　勤:    1科　理事長　山田　剛 現存
     ５ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0369,3 村田医院 〒658-0072 078-453-3377医療法人社団　村田医村田　一 平 3. 1. 1外   皮   診療所
     神戸市東灘区岡本３丁目１２－１常　勤:    1院　理事長　村田　一 現存
     ２ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0371,9 高瀬内科 〒658-0081 078-411-6101高瀬　重暉 高瀬　重暉 平 3. 4. 1内   診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１５－常　勤:    1 現存
     １２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0376,8 大町クリニック 〒658-0047 078-851-9692大町　純一 大町　純一 平 3. 5. 1内   胃   消  診療所
     神戸市東灘区御影２丁目１３－１常　勤:    1 外   整外 脳外現存
     ６ (医       1) 平30. 5. 1皮ひ 皮   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0381,8 勝盛眼科 〒658-0014 078-411-4143医療法人社団勝盛眼科勝盛　紀夫 平 3. 9. 1眼   診療所
     神戸市東灘区北青木２丁目６－９常　勤:    1　理事長　勝盛　紀夫 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0385,9 羽間医院 〒658-0081 078-411-9550羽間　弘 羽間　弘 平 4. 1. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区田中町３丁目１０－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0386,7 一般財団法人甲南会　〒658-0032 078-858-1111一般財団法人甲南会　濵辺　豊 平 4. 4. 1一般       302病院
     (01,0179,2) 六甲アイランド甲南病神戸市東灘区向洋町中２丁目１１常　勤:   70代表理事　平生　誠三 内   神内 外  現存
     院 (医      65) 平28. 4. 1呼外 小   眼  
     (歯       5) 産婦 耳い 放  
     非常勤:   30 整外 皮   ひ  
     (医      29) 精   形外 脳外
     (歯       1) リハ 心外 麻  
     歯外 
     消化器内科　循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3801,0387,5 吉田眼科 〒658-0013 078-451-2277吉田　弘俊（黄　弘俊吉田　弘俊（黄　弘俊平 4. 5. 1眼   診療所
     神戸市東灘区深江北町３丁目４－常　勤:    1） ） 現存
     ２２深江ハイツ１０２号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0396,6 藤堂医院 〒658-0011 078-411-7070藤堂　泰宏 藤堂　泰宏 平 4.12. 1内   循   診療所
     神戸市東灘区森南町３丁目１－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0397,4 山村内科循環器科 〒658-0046 078-822-7800医療法人社団　山村内山根　洋代 平 4.11. 1内   循   診療所
     神戸市東灘区御影本町２丁目１５常　勤:    1科循環器科　理事長　 現存
     －２宝泉御影プラザ１階 (医       1)山根　洋代 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0398,2 山崎産科婦人科医院 〒658-0052 078-851-6490医療法人社団　山崎産山崎　敦子 平 4.12. 1一般         6診療所
     神戸市東灘区住吉東町２丁目４－常　勤:    2科婦人科医院　理事長 産婦 現存
     ３８ (医       2)　山崎　敦子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0399,0 マルノ整形外科 〒658-0053 078-843-3203医療法人社団　マルノ丸野　博敏 平 5. 1. 1一般         1診療所
     神戸市東灘区住吉宮町４丁目１－常　勤:    1整形外科　理事長　丸 神内 整外 リハ現存
     １５－１０１ (医       1)野　博敏 平29. 1. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0402,2 池田診療所 〒658-0001 078-451-1331池田　良 池田　良 平 5. 2. 1一般    診療所
     神戸市東灘区森北町２丁目２－３常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0405,5 河原医院 〒658-0051 078-851-2206医療法人社団　河原医河原　啓 平 5. 6. 1内   消   他  診療所
     神戸市東灘区住吉本町２丁目１２常　勤:    1院　理事長　河原　啓 現存
     －３ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0408,9 ひろしま皮膚科 〒658-0046 078-811-7002寛島　保 寛島　保 平 5. 8. 1皮   診療所
     神戸市東灘区御影本町２丁目１５常　勤:    1 現存
     －１９御影本町ビル４階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0411,3 西尾耳鼻咽喉科 〒658-0013 078-452-2811医療法人社団西尾耳鼻西尾　輝光 平 5.12. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区深江北町３丁目４－常　勤:    2咽喉科　理事長　西尾 現存
     ２３ (医       2)　輝光 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0412,1 塚本耳鼻咽喉科 〒658-0044 078-856-5580塚本　哲也 塚本　哲也 平 6. 2. 1耳い アレ 診療所
     神戸市東灘区御影塚町２丁目１２常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4801,0413,9 長間医院 〒658-0011 078-453-7322長間　俊郎 長間　俊郎 平 6. 2. 1内   胃   小  診療所
     神戸市東灘区森南町２丁目１－２常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0414,7 中澤小児科 〒658-0047 078-856-6631中澤　道人 中澤　道人 平 6. 2. 1小   診療所
     神戸市東灘区御影１丁目１４番２常　勤:    1 現存
     ５－１０１ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0417,0 原田医院 〒658-0048 078-841-0633原田　佳明 原田　佳明 平 6. 4. 1一般         1診療所
     神戸市東灘区御影郡家２丁目１９常　勤:    1 内   外   現存
     番地１４号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0420,4 土田クリニック 〒658-0014 078-441-6610土田　均 土田　均 平 6. 6. 1内   循   ひ  診療所
     神戸市東灘区北青木３－８－３１常　勤:    2 現存
     サントノーレビル (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,0421,2 住吉脳外科クリニック〒658-0027 078-441-6251住吉　弘充 住吉　弘充 平 6. 6. 1神内 脳外 リハ診療所
     神戸市東灘区青木５丁目１－１３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0426,1 北垣眼科クリニック 〒658-0011 078-453-3393北垣　公子 北垣　公子 平 6.12. 1眼   診療所
     神戸市東灘区森南町２－１－３斉常　勤:    1 現存
     藤ビル２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0428,7 佐々木医院 〒658-0003 078-453-5700医療法人社団佐々木医佐々木　務幸 平 7. 1. 1精   神   診療所
     神戸市東灘区本山北町３－３－１常　勤:    1院　理事長　佐々木　 現存
     ４ (医       1)務幸 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0434,5 医療法人　明倫会　宮〒658-0016 078-451-1221医療法人　明倫会　宮宮地　民子 平 7. 5. 1内   診療所
     地クリニック 神戸市東灘区本山中町４－７－７常　勤:    1地クリニック　理事長 現存
     (医       1)　宮地　千尋 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0436,0 木村整形外科 〒658-0012 078-431-8338木村　明夫 木村　明夫 平 7. 6. 1整外 リハ 診療所
     神戸市東灘区本庄町１丁目３－１常　勤:    1 現存
     ２プラザインペリアル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0443,6 谷尻医院 〒658-0046 078-851-3439医療法人社団　仁心会谷尻　力 平 7.12. 1内   呼内 診療所
     神戸市東灘区御影本町４丁目１０常　勤:    1　谷尻医院　理事長　 新規 循環器内科　消現存
     －６ (医       1)谷尻　力 平28.12. 1化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
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   5801,0446,9 倉成耳鼻科クリニック〒658-0054 078-851-6931倉成　康荘 倉成　康荘 平 8. 1. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区御影中町２丁目１－常　勤:    2 現存
     ７ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0447,7 藤田医院 〒658-0014 078-411-7796藤田　満 藤田　満 平 8. 1. 1内   消   眼  診療所
     神戸市東灘区北青木３丁目４－２常　勤:    3 現存
     ０ (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0448,5 杉原医院 〒658-0015 078-411-9275杉原　錬三 杉原　錬三 平 8. 3. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区本山南町２丁目１－常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0449,3 中島クリニック 〒658-0072 078-431-3230中島　進 中島　進 平 8. 8. 1産婦 診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目１３－７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0450,1 登村レディスクリニッ〒658-0046 078-841-3599登村　尚明 登村　尚明 平 8.10. 1一般         5診療所
     ク 神戸市東灘区御影本町４丁目１１常　勤:    1 産婦 現存
     －５ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,0451,9 藤原内科クリニック 〒658-0015 078-412-8580藤原　啓子 藤原　啓子 平 8.11. 1内   消   診療所
     神戸市東灘区本山南町９丁目４－常　勤:    1 現存
     ３２ラフィーネ本山１階１１０号(医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0452,7 長坂医院 〒658-0072 078-452-6701長坂　肇 長坂　肇 平 8.12. 1内   診療所
     神戸市東灘区岡本２丁目４－１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0453,5 平井外科胃腸科クリニ〒658-0003 078-451-3911医療法人社団平井外科平井　康博 平 9. 2. 1胃   外   診療所
     ック 神戸市東灘区本山北町３丁目７－常　勤:    1胃腸科クリニック　理 現存
     ６ (医       1)事長　平井　康博 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0454,3 清成外科内科医院 〒658-0053 078-851-5180清成　則久 清成　則久 平 9. 3. 1内   消   外  診療所
     神戸市東灘区住吉宮町３丁目１０常　勤:    1 現存
     －１２ (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0455,0 医療法人社団仁愛会　〒658-0013 078-431-6880医療法人社団　仁愛会中川　元子 平 9. 6. 1内   小   アレ診療所
     中川医院 神戸市東灘区深江北町３丁目４番常　勤:    1　理事長　河野　紀子 組織変更 現存
     ２２号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6801,0456,8 小屋医院 〒658-0041 078-851-9730小屋　裕司 小屋　裕司 平 9. 7. 1内   消   循  診療所
     神戸市東灘区住吉南町５丁目６－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0457,6 まつい心療クリニック〒658-0072 078-451-5611松井　律子 松井　律子 平 9. 7. 1精   神   心内診療所
     神戸市東灘区岡本２丁目４－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0460,0 松井クリニック 〒658-0032 078-857-2001松井　悦郎 松井　悦郎 平10. 3. 1外   消   リハ診療所
     神戸市東灘区向洋町中７丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ５－１０２ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0461,8 市橋クリニック 〒658-0013 078-411-0619医療法人社団大智会　市橋　研一 平10. 2. 1一般         9診療所
     神戸市東灘区深江北町５丁目７－常　勤:    1市橋クリニック　理事 組織変更 整外 リハ 内  現存
     １５ (医       1)長　市橋　研一 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0463,4 大倉クリニック 〒658-0012 078-412-3345大倉　完悦 大倉　完悦 平10. 5. 1小   診療所
     神戸市東灘区本庄町３丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ー１０１ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,0465,9 赤松クリニック 〒658-0081 078-451-6111医療法人社団　赤松ク赤松　俊浩 平10. 7. 1一般    診療所
     神戸市東灘区田中町３丁目８－１常　勤:    1リニック　理事長　赤 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ５ (医       1)松　俊浩 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0466,7 神吉外科内科 〒658-0054 078-841-0099神吉　明子 神吉　明子 平10. 7. 1一般    診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目１７常　勤:    1 交代 外   内   整外現存
     －８ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0468,3 内山医院 〒658-0013 078-412-5060内山　哲 内山　哲 平10. 8. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区深江北町４丁目１０常　勤:    1 移動 現存
     －１５ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0471,7 小林診療所 〒658-0046 078-821-9000小林　彰 小林　彰 平10.11. 1内   外   リハ診療所
     神戸市東灘区御影本町２丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     －９ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0472,5 小林クリニック 〒658-0048 078-846-5330小林　重行 小林　重行 平10.12. 1内   ひ   診療所
     神戸市東灘区御影郡家１丁目３０常　勤:    2 新規 現存
     －１７ (医       2) 平28.12. 1
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   7801,0473,3 田中医院 〒658-0016 078-411-2234医療法人社団　懿徳会田中　良樹 平11. 1. 1内   診療所
     神戸市東灘区本山中町３丁目４－常　勤:    1　田中医院　理事長　 組織変更 ②循環器内科 現存
     １３ (医       1)田中　良樹 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0474,1 堀クリニック 〒658-0051 078-851-6036堀　美佳 堀　美佳 平11. 2. 1皮   診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目１８常　勤:    1 交代 現存
     －１０ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0476,6 仁科整形外科 〒658-0014 078-451-1080医療法人社団　慶仁会仁科　哲彦 平11. 3. 1整外 外   リハ診療所
     神戸市東灘区北青木２丁目６－７常　勤:    1　理事長　仁科　哲彦 移動 リウ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0478,2 冨田クリニック 〒658-0011 078-436-3411冨田　周介 冨田　周介 平11. 5. 1消   内   診療所
     神戸市東灘区森南町１丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,0480,8 井手クリニック 〒658-0081 078-413-1119井手　禎昭 井手　禎昭 平11. 5. 1内   外   胃  診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２２ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0481,6 やながわクリニック 〒658-0051 078-811-6100柳川　昌弘 柳川　昌弘 平11. 7. 1外   呼   消  診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0482,4 山本クリニック 〒658-0073 078-436-6565山本　倫子 山本　倫子 平11.10. 1小   内   アレ診療所
     神戸市東灘区西岡本１－４－４０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0483,2 博心会クリニック 〒658-0021 078-441-1234医療法人社団　博心会大山　眞一郎 平12. 1. 1内   呼   リハ診療所
     神戸市東灘区深江本町３丁目８－常　勤:    1　理事長　大山　眞一 組織変更 現存
     ２２ (医       1)郎 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0484,0 筒井小児科クリニック〒658-0081 078-436-7551筒井　孟 筒井　孟 平12. 3. 1小   診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２２－１０７ (医       1) 平30. 3. 1
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   8701,0486,5 川北クリニック 〒658-0084 078-452-1361医療法人社団信幸会　川北　直人 平12. 5. 1外   消   こう診療所
     神戸市東灘区甲南町３丁目９－８常　勤:    1理事長　川北　直人 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0487,3 みわ小児科 〒658-0054 078-856-8138医療法人社団　みわ小三輪　正樹 平12. 6. 1小   診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目７番常　勤:    1児科　理事長　三輪　 組織変更 現存
     ２０号 (医       1)正樹 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0491,5 たぶち耳鼻咽喉科 〒658-0051 078-856-4187田渕　圭作 田渕　圭作 平12.12. 1耳い アレ 診療所
     神戸市東灘区住吉本町１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     住吉ＮＫビル２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,0493,1 市橋眼科 〒658-0013 078-414-2788市橋　宏亮 市橋　宏亮 平13. 2. 1一般         2診療所
     神戸市東灘区深江北町４－１２－常　勤:    1 新規 眼   現存
     ９ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0496,4 坂田医院 〒658-0046 078-843-1213理事長　坂田　彰 坂田　彰 平13. 7. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区御影本町６丁目２－常　勤:    1 組織変更 現存
     １９ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,0497,2 池村クリニック 〒658-0012 078-412-6200理事長　池村　辰夫 池村　辰夫 平13. 7. 1内   小   放  診療所
     神戸市東灘区本庄町３丁目５－２常　勤:    1 組織変更 胃   循   神  現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0501,1 矢田耳鼻咽喉科 〒658-0072 078-413-8733矢田　恒雄 矢田　恒雄 平13.10. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区岡本２丁目８－６ダ常　勤:    1 移動 現存
     イヤガーデン岡本 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0502,9 杉原クリニック 〒658-0053 078-841-4976杉原　順一 杉原　順一 平13.11. 1胃   外   リハ診療所
     神戸市東灘区住吉宮町４丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     １－２１２ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,0504,5 能登医院 〒658-0054 078-821-5111医療法人社団　能登医能登　紳之 平13.12. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目１０常　勤:    1院　理事長　能登　紳 組織変更 現存
     －１１ (医       1)之 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0505,2 医療法人社団坂井瑠実〒658-0046 078-822-8111医療法人社団　坂井瑠喜田　智幸 平13.12. 1一般 診療所
     クリニック 神戸市東灘区御影本町２丁目１１常　勤:    4実クリニック　理事長 組織変更     一般    10現存
     －１０ (医       4)　坂井　瑠實 平25.12. 1療養
     非常勤:   11     療養     9
     (医      11) 内   ひ   透析
     腎臓内科
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   9701,0506,0 医療法人社団　四葉会〒658-0027 078-413-0800医療法人社団　四葉会瀧口　安彦 平14. 1. 1外   胃   診療所
     　瀧口クリニック 神戸市東灘区青木５丁目２－１７常　勤:    1　理事長　瀧口　安彦 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0508,6 東眼科医院 〒658-0083 078-411-3703東　章悟 東　章悟 平14. 4. 1眼   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町４丁目６－常　勤:    1 移動 現存
     １５ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0510,2 阿部内科循環器科 〒658-0011 078-431-2313阿部　諭吉 阿部　諭吉 平14. 9. 1内   循   診療所
     神戸市東灘区森南町２丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,0511,0 大西内科クリニック 〒658-0053 078-822-8220大西　利夫 大西　利夫 平14. 9. 1内   リハ 診療所
     神戸市東灘区住吉宮町７丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0512,8 目黒医院 〒658-0081 078-435-1580目黒　文朗 目黒　文朗 平14.11. 1外   消   呼  診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目３－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,0515,1 もりレディースクリニ〒658-0003 078-412-3935森　敏之 森　敏之 平15. 1. 1一般 診療所
     ック 神戸市東灘区本山北町２－９－７常　勤:    1 新規     一般     9現存
     (医       1) 平27. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0516,9 岩谷内科医院 〒658-0084 078-435-4774岩谷　逸平 岩谷　逸平 平15. 2. 1内   消   診療所
     神戸市東灘区甲南町３－７－２６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,0519,3 藤尾医院 〒658-0027 078-411-5198藤尾　誓 藤尾　誓 平15. 4. 1胃   内   小  診療所
     神戸市東灘区青木５－７－７ 常　勤:    2 交代 眼   現存
     (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0521,9 小泉医院 〒658-0032 078-857-7885医療法人社団　小泉医小泉　正 平15. 8. 1内   小   胃  診療所
     神戸市東灘区向洋町中２丁目１番常　勤:    1院　理事長　小泉　正 組織変更 現存
     地２１１号棟１００号室 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0524,3 河合医院 〒658-0013 078-411-2892河合　隆行 河合　隆行 平15. 9. 1小   内   診療所
     神戸市東灘区深江北町３丁目１０常　勤:    2 交代 現存
     番８号 (医       2) 平27. 9. 1
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  10701,0525,0 西口医院 〒658-0015 078-451-1321西口　郁 西口　郁 平15. 9. 1内   放   小  診療所
     神戸市東灘区本山南町４丁目２－常　勤:    3 交代 現存
     ３ (医       3) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0527,6 松田耳鼻咽喉科医院 〒658-0011 078-441-6200松田　眞一 松田　眞一 平15.11. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区森南町１－５－１－常　勤:    1 移動 現存
     １３０ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,0528,4 浅野神経内科クリニッ〒658-0053 078-854-5550淺野　達藏 淺野　達藏 平15.12. 1神内 神   精  診療所
     ク 神戸市東灘区住吉宮町４－４－１常　勤:    1 移動 現存
     －２１７ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,0529,2 つじの・こどもくりに〒658-0082 078-414-0055医療法人社団やまゆり 野　吉昭 平15.12. 1小   アレ 診療所
     っく 神戸市東灘区魚崎北町５丁目９番常　勤:    1会　理事長　 野　吉 組織変更 現存
     ２６号 (医       1)昭 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0530,0 村田泰正クリニック 〒658-0011 078-436-1088村田　正典 村田　正典 平16. 4. 1循   呼   外  診療所
     神戸市東灘区森南町１－５－１　常　勤:    1 新規 現存
     １２６ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,0531,8 宇山眼科医院 〒658-0072 078-451-5561宇山　淳 宇山　淳 平16. 4. 1眼   診療所
     神戸市東灘区岡本２丁目１４番１常　勤:    2 交代 現存
     ２号 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,0533,4 浜野クリニック 〒658-0072 078-436-1818濱野　光章 濱野　光章 平16. 7. 1外   消   形外診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目１１番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号ツインコート岡本２Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0534,2 口分田玄瑞診療所 〒658-0003 078-411-2300口分田　真 口分田　真 平16. 7. 1内   放   麻  診療所
     神戸市東灘区本山北町２丁目６番常　勤:    1 交代 現存
     ５号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0535,9 三浦内科クリニック 〒658-0015 078-431-0055三浦　永充 三浦　永充 平16.10. 1内   消   呼  診療所
     神戸市東灘区本山南町９－７－２常　勤:    1 新規 小   現存
     ６ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11601,0536,7 土井皮フ科クリニック〒658-0054 078-811-5001土井　久生 土井　久生 平16.11. 1皮   診療所
     神戸市東灘区御影中町３丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0537,5 しらさかクリニック 〒658-0032 078-821-3393白坂　幸義 白坂　幸義 平16.12. 1小   神内 診療所
     神戸市東灘区向洋町中１丁目１４常　勤:    2 新規 現存
     番地イーストコート２番街１０３(医       2) 平28.12. 1
     号 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,0541,7 岡本クリニック 〒658-0003 078-453-6970白壁　理志 白壁　理志 平17. 3. 1形外 皮   内  診療所
     神戸市東灘区本山北町３－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ４－３Ｆ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0543,3 はんやく皮フ科クリニ〒658-0015 078-436-7111繁益　弘志 繁益　弘志 平17. 5. 1皮   診療所
     ック 神戸市東灘区本山南町９丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号　サンビルディング３Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0544,1 中尾クリニック 〒658-0053 078-856-0234中尾　哲 中尾　哲 平17. 6. 1脳外 リハ 小  診療所
     神戸市東灘区住吉宮町３丁目８－常　勤:    2 新規 現存
     ３ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0546,6 吉岡クリニック 〒658-0016 078-411-7909吉岡　広 吉岡　広 平17. 7. 1胃   外   診療所
     神戸市東灘区本山中町３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,0547,4 とうこ皮ふ科 〒658-0081 078-435-5092植田　透子 植田　透子 平17. 9. 1皮   診療所
     神戸市東灘区田中町３丁目１－４常　勤:    1 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,0548,2 橋村メンタルクリニッ〒658-0051 078-845-3745橋村　匠 橋村　匠 平17. 9. 1心内 神   精  診療所
     ク 神戸市東灘区住吉本町１丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ２石橋ビル５Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0552,4 西川クリニック 〒658-0084 078-441-7100西川　淳介 西川　淳介 平17.11. 1内   外   胃  診療所
     神戸市東灘区甲南町４丁目９番２常　勤:    1 交代 現存
     ０号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0553,2 堀本医院 〒658-0072 078-411-6991堀本　仁士 堀本　仁士 平18. 1. 1循   呼   外  診療所
     神戸市東灘区岡本４丁目４－２３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12601,0554,0 くぼたレディースクリ〒658-0051 078-843-3261窪田　耕三 窪田　耕三 平18. 2. 1婦   診療所
     ニック 神戸市東灘区住吉本町１丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ２石橋ビル４階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0555,7 産科婦人科ナカムラ　〒658-0046 078-851-0031医療法人社団　産科婦中村　益久 平18. 3. 1一般 診療所
     クリニック 神戸市東灘区御影本町２丁目９番常　勤:    1人科ナカムラ　クリニ 移動     一般     7現存
     １号 (医       1)ック　理事長　中村　 平30. 3. 1産婦 
     非常勤:    1益久
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,0556,5 沼田ヒフ科 〒658-0051 078-843-0420沼田　剛 沼田　剛 平18. 5. 1皮   診療所
     神戸市東灘区住吉本町１－７－２常　勤:    1 新規 現存
     石橋ビル４Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,0557,3 やなぎ整形外科クリニ〒658-0025 078-453-8001野柳　俊英 野柳　俊英 平18. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 神戸市東灘区魚崎南町５丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     －１魚崎メディカルビル１Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,0558,1 エレガーノ甲南クリニ〒658-0015 078-411-9607窪田　伸三 窪田　伸三 平18. 6. 1内   消   診療所
     ック 神戸市東灘区本山南町３丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,0559,9 医療法人社団　元就会〒658-0003 078-452-5657医療法人社団　元就会宮脇　淳 平18. 6. 1内   循   診療所
     　宮脇内科医院 神戸市東灘区本山北町３丁目４番常　勤:    1　理事長　宮脇　淳 組織変更 現存
     １１号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,0560,7 やまおか小児科アレル〒658-0051 078-846-5900山岡　幸司 山岡　幸司 平18. 8. 1小   アレ 診療所
     ギー科クリニック 神戸市東灘区住吉本町１丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ２石橋ビル (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,0563,1 内科胃腸科中村医院 〒658-0052 078-846-3838中村　好 中村　好 平18.11. 1内   胃   診療所
     神戸市東灘区住吉東町４丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ２７ラファエラ浅野ビル２０１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,0565,6 たかくら内科・循環器〒658-0015 078-435-0656医療法人社団たかくら髙倉　正裕 平19. 2. 1内   循   診療所
     科 神戸市東灘区本山南町９－８－３常　勤:    1内科・循環器科　理事 組織変更 現存
     ７ (医       1)長　髙倉　正裕 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,0567,2 のぶさわ内科医院 〒658-0084 078-453-1228延沢　彰 延沢　彰 平19. 4. 1内   循   呼  診療所
     神戸市東灘区甲南町３丁目８－１常　勤:    1 移動 現存
     ７ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13601,0568,0 岡林内科クリニック 〒658-0013 078-436-0588岡林　克典 岡林　克典 平19. 8. 1内   消   他  診療所
     神戸市東灘区深江北町２丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ５コンフォート芦屋西１階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,0569,8 清原整形外科医院 〒658-0083 078-451-4578清原　稔之 清原　稔之 平19. 8. 1整外 リハ 外  診療所
     神戸市東灘区魚崎中町３丁目５の常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,0572,2 ひさのクリニック 〒658-0011 078-412-3638久野　文 久野　文 平20. 1. 1皮   形外 診療所
     神戸市東灘区森南町３丁目４－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,0574,8 隠岐醫院 〒658-0053 078-811-4109隠岐　充啓 隠岐　充啓 平20. 4. 1内   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町３丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －６ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,0576,3 いずみハートクリニッ〒658-0072 078-453-8010泉　和秀 泉　和秀 平20. 5. 1心内 精   神  診療所
     ク 神戸市東灘区岡本２丁目７－３ピ常　勤:    2 新規 現存
     ークス岡本３Ｆ (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,0577,1 たなか内科クリニック〒658-0065 078-858-7114田中　茂美 田中　茂美 平20. 5. 1内   診療所
     神戸市東灘区御影山手１丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ９－２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,0578,9 まつもと泌尿器科 〒658-0065 078-855-0855松本　修 松本　修 平20. 5. 1ひ   診療所
     神戸市東灘区御影山手１丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ９クリニックイムーブルＫ　４Ｆ(医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,0581,3 つじもと内科・循環器〒658-0001 078-412-8831辻本　豪 辻本　豪 平20. 6. 1内   循   診療所
     内科 神戸市東灘区森北町１－７－１３常　勤:    1 新規 現存
     アーク玉谷ビル２０１号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,0582,1 毛利ペインクリニック〒658-0051 078-858-7611毛利　昭郎 毛利　昭郎 平20. 6. 1麻   リハ 診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ５　アムール住吉２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,0586,2 生田整形外科クリニッ〒658-0054 078-858-8870生田　進一 生田　進一 平20.10. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市東灘区御影中町１－１６－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ポラリス御影４Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14601,0587,0 田中内科循環器内科ク〒658-0054 078-219-9986田中　健二郎 田中　健二郎 平20.10. 1内   循   アレ診療所
     リニック 神戸市東灘区御影中町１－１６－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ポラリス御影１Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,0588,8 眼科やまなか医院 〒658-0054 078-841-4113医療法人社団　山中眼山中　昭夫 平20.11. 1眼   診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目６番常　勤:    3科クリニック　理事長 新規 現存
     ９号　２Ｆ (医       3)　山中　昭文 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,0589,6 是則医院 〒658-0048 078-851-6082是則　清一 是則　清一 平20.12. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区御影郡家１丁目３２常　勤:    2 交代 現存
     番１８号 (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,0591,2 くすのき診療所 〒658-0011 078-453-3022医療法人社団　昭景会山田　典史 平21. 1. 1心内 神内 精  診療所
     神戸市東灘区森南町１丁目６番２常　勤:    1　理事長　保坂　直昭 新規 現存
     号３０２ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,0593,8 青山医院 〒658-0084 078-452-1005青山　正人 青山　正人 平21. 5. 1外   診療所
     神戸市東灘区甲南町１丁目４－１常　勤:    1 新規 消内　こう外 現存
     ８－１０１ (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,0594,6 り整形外科クリニック〒658-0051 078-822-5055医療法人社団　り整形李　潤煥 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市東灘区住吉本町３丁目４番常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     １５号 (医       1)長　李　潤煥 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,0595,3 高齢者ケアセンター甲〒658-0001 078-436-0567社会福祉法人神戸福生劉　嘉忠 平21. 6. 1内   皮   診療所
     南診療所 神戸市東灘区森北町６丁目１－３常　勤:    1会　理事長　大和田　 新規 現存
     (医       1)理紗 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,0599,5 六甲福祉会メンタルク〒658-0027 078-435-1515社会福祉法人六甲福祉達田　智恵 平21. 9. 1精   心内 歯  診療所
     (01,0324,4) リニック 神戸市東灘区青木６丁目６－１１常　勤:    3会　理事長　岸本　亮 新規 現存
     井上ビル３Ｆ (医       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       6)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15401,0603,5 阿部整形外科リウマチ〒658-0032 078-846-2004阿部　修治 阿部　修治 平21.11. 1整外 リウ 診療所
     科クリニック 神戸市東灘区向洋町中２－１０六常　勤:    1 新規 現存
     甲アイランドビル２Ｆ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,0604,3 かみもと眼科 〒658-0015 078-862-5100神本　英徳 神本　英徳 平22. 1. 1眼   診療所
     神戸市東灘区本山南町８丁目５－常　勤:    1 新規 現存
     ２５ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,0605,0 まつお眼科 〒658-0053 078-821-1233松尾　洋子 松尾　洋子 平22. 2. 1眼   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町３－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,0606,8 桐山クリニック 〒658-0072 078-436-2011桐山　和雄 桐山　和雄 平22. 5. 1内   消   診療所
     神戸市東灘区岡本２丁目５番９号常　勤:    1 新規 現存
     リモージュ岡本１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,0607,6 橋本クリニック 〒658-0051 078-846-6035医療法人社団橋本クリ橋本　隆 平22. 5. 1外   診療所
     神戸市東灘区住吉本町１丁目７番常　勤:    1ニック　理事長　橋本 組織変更 消化器外科　乳現存
     ２号石橋ビル３階 (医       1)　隆 平28. 5. 1腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,0608,4 うめがき診療所 〒658-0027 078-453-7700医療法人社団うめがき楳垣　寛治 平22. 5. 1内   呼内 診療所
     神戸市東灘区青木６丁目６番１１常　勤:    2診療所　理事長　楳垣 組織変更 現存
     号井上ビル１階 (医       2)　寛治 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,0609,2 大原こころのクリニッ〒658-0081 078-862-1501大原　一幸 大原　一幸 平22. 6. 1心内 精   診療所
     ク 神戸市東灘区田中町１丁目１３－常　勤:    2 新規 現存
     ２２本山アーバンライフ１１５ (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,0612,6 きたむらクリニック 〒658-0047 078-858-2000北村　謙介 北村　謙介 平22. 9. 1内   消   こう診療所
     神戸市東灘区御影２丁目３２－６常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,0614,2 こじまレディースクリ〒658-0047 078-414-7670小島　謙二 小島　謙二 平23. 2. 1婦   産   診療所
     ニック 神戸市東灘区御影２－３２－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,0615,9 つじもと耳鼻咽喉科 〒658-0072 078-414-3387 本　俊弥 本　俊弥 平23. 2. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区岡本１－６－１２有常　勤:    1 新規 現存
     本ビル２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16401,0616,7 さが耳鼻咽喉科クリニ〒658-0083 078-891-3341嵯峨　知江 嵯峨　知江 平23. 3. 1耳い アレ 診療所
     ック 神戸市東灘区魚崎中町４丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １５号第二松原ビル１０１号室 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,0617,5 おの心療クリニック 〒658-0054 078-811-8821医療法人社団おの心療小野　廣文 平23. 5. 1精   心内 診療所
     神戸市東灘区御影中町１丁目９番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ５号 (医       1)小野　廣文 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,0621,7 中島内科医院 〒658-0048 078-200-5450中島　克明 中島　克明 平24. 4. 1内   診療所
     神戸市東灘区御影郡家２丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １６－１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,0622,5 耳鼻咽喉科藤木クリニ〒658-0081 078-412-3387藤木　暢也 藤木　暢也 平24. 4. 1耳い 診療所
     ック 神戸市東灘区田中町１丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号ＫＯＭＡＴＳＵ　ＧＲＥＥ(医       1) 平30. 4. 1
     Ｎ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,0623,3 ばん皮膚科・形成クリ〒658-0072 078-452-5412伴　政雄 伴　政雄 平24. 4. 1形外 皮   診療所
     ニック 神戸市東灘区岡本１丁目３－１９常　勤:    1 新規 現存
     プロヴィデンス岡本２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,0624,1 かみむら整形外科クリ〒658-0081 078-412-3666上村　正樹 上村　正樹 平24. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 神戸市東灘区田中町１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ＫＯＭＡＴＳＵ　ＧＲＥＥＮ(医       1) 平30. 5. 1
     　ＢＵＩＬＤＩＮＧ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,0626,6 ゆら小児科クリニック〒658-0047 078-855-6007由良　和夫 由良　和夫 平24. 6. 1小   アレ 診療所
     神戸市東灘区御影二丁目３２－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,0627,4 たむら皮フ科クリニッ〒658-0065 078-858-0234医療法人社団たむら皮田村　真吾 平24. 7. 1皮   診療所
     ク 神戸市東灘区御影山手１丁目４－常　勤:    1フ科クリニック　理事 組織変更 現存
     ９ (医       1)長　田村　真吾 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,0628,2 心療内科・精神科　ひ〒658-0072 078-411-8226服部　晴起 服部　晴起 平24. 7.24心内 精   診療所
     つじ診療所 神戸市東灘区岡本１丁目１２番１常　勤:    1 移動 現存
     ４岡本Ｔ＋Ｔビル２階 (医       1) 平24. 7.24
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  17301,0629,0 細井整形外科 〒658-0027 078-436-2200医療法人社団細井整形細井　憲 平25. 1. 1整外 リハ 診療所
     神戸市東灘区青木６丁目６番１１常　勤:    1外科　理事長　細井　 組織変更 現存
     号井上ビル２階 (医       1)憲 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,0630,8 医療法人社団　のだ整〒658-0051 078-858-8208医療法人社団のだ整形野田　太一 平25. 2. 1整外 リハ 診療所
     形外科クリニック 神戸市東灘区住吉本町一丁目７番常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     ２号　石橋ビル２階 (医       1)長　野田　太一 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,0631,6 原元クリニック 〒658-0011 078-453-7110原元　潮 原元　潮 平25. 4. 1形外 美外 皮  診療所
     神戸市東灘区森南町１－１３－１常　勤:    1 新規 外   現存
     ３シャンボールＷＡＫＡＫＵＳＡ(医       1) 平25. 4. 1
     甲南山手駅前２０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,0634,0 吉野脳神経外科クリニ〒658-0011 078-453-5600医療法人社団　吉野医島田　憲二 平25. 6. 1脳外 神内 リハ診療所
     ック 神戸市東灘区森南町一丁目６番２常　勤:    1院　理事長　吉野　英 新規 精   現存
     号 (医       1)二 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,0635,7 神戸リウマチ・リハビ〒658-0011 078-452-0707医療法人交詢医会　理楠見　博明 平25. 6. 1内   整外 リウ診療所
     リテーション　医療法神戸市東灘区森南町一丁目６番２常　勤:    1事長　井川　宣 移動 現存
     人交詢医会神戸・甲南号Ｆ甲南山手ビル３階３０３号室(医       1) 平25. 6. 1
     山手クリニック 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,0636,5 あだち耳鼻咽喉科 〒658-0016 078-431-1133足立　みゆき 足立　みゆき 平25. 6. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区本山中町４－１－３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,0637,3 医療法人明倫会　本山〒658-0015 078-412-8080医療法人明倫会　理事大洞　慶郎 平25. 7. 1療養        80病院
     リハビリテーション病神戸市東灘区本山南町７丁目７番常　勤:    6長　宮地　千尋 新規 一般        40現存
     院 １５号 (医       6) 平25. 7. 1内   神内 整外
     非常勤:   31 リハ 放   脳外
     (医      31) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,0639,9 本山坂井瑠実クリニッ〒658-0015 078-411-3811医療法人社団坂井瑠実坂井　瑠實 平25. 8. 1内   透析 他  診療所
     ク 神戸市東灘区本山南町８丁目６番常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     ２６号東神戸センタービル１１階(医       1)坂井　瑠實 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18101,0640,7 うえさかメンタルクリ〒658-0046 078-857-7085植坂　俊郎 植坂　俊郎 平25. 8. 1精   心内 診療所
     ニック 神戸市東灘区御影本町４丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番１４－２号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,0644,9 松原眼科クリニック 〒658-0053 078-857-1146医療法人社団松原眼科松原　令 平26. 1. 1眼   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町４丁目４番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     地の１－２１６ (医       1)松原　令 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,0646,4 ろっこう医療生活協同〒658-0082 078-452-6666ろっこう医療生活協同村上　正治 平26. 4. 1内   呼内 診療所
     組合うはらクリニック神戸市東灘区魚崎北町５－６－１常　勤:    1組合　理事長　村上　 新規 ②老年内科 現存
     ２ (医       1)正治 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,0647,2 さかた内科クリニック〒658-0032 078-857-1700坂田　宗昭 坂田　宗昭 平26. 4. 1内   診療所
     神戸市東灘区向洋町中５－１５Ｒ常　勤:    2 新規 糖尿病内科 現存
     ＩＣセントラルタワーマーケット(医       2) 平26. 4. 1
     シーン１０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,0649,8 古川小児科 〒658-0015 078-200-5188古川　逸樹 古川　逸樹 平26. 5. 1小   アレ 診療所
     神戸市東灘区本山南町８－５－３常　勤:    1 新規 現存
     ２コストルツィオーネ本山南２階(医       1) 平26. 5. 1
     ２０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,0650,6 やすまるクリニック 〒658-0051 078-846-2244安丸　正一 安丸　正一 平26. 5. 1内   診療所
     神戸市東灘区住吉本町３丁目４番常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     １５号インターメディックビル３(医       1) 平26. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,0651,4 さわこ形成外科クリニ〒658-0054 078-845-3050医療法人社団　さわこ片上　佐和子 平26. 5. 1形外 診療所
     ック 神戸市東灘区御影中町１丁目１６常　勤:    1形成外科クリニック　 組織変更 美容皮膚科 現存
     番２０号 (医       1)理事長　片上　佐和子 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,0652,2 成山クリニック 〒658-0015 078-452-8898成山　多喜男 成山　多喜男 平26. 8. 1外   整外 診療所
     神戸市東灘区本山南町４丁目１－常　勤:    1 移動 胃腸内科　肛門現存
     ３ (医       1) 平26. 8. 1外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,0654,8 児島医院 〒658-0013 078-431-0696児島　隆介 児島　隆介 平26. 9. 1内   小   皮  診療所
     神戸市東灘区深江北町２－８－２常　勤:    1 交代 循環器内科 現存
     ６ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19001,0655,5 あつしクリニック 〒658-0047 078-854-7038志田尾　敦 志田尾　敦 平26. 9. 1心内 精   診療所
     神戸市東灘区御影２丁目２－９御常　勤:    1 その他 現存
     影時枝ビル２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,0656,3 神本内科医院 〒658-0053 078-841-3225医療法人社団神本内科神本　博勝 平26. 9. 1内   診療所
     神戸市東灘区住吉宮町３丁目１番常　勤:    1医院　理事長　神本　 移動 消化器内科 現存
     ３号 (医       1)博勝 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,0657,1 あんどう皮ふ科 〒658-0072 078-452-6000安東　侑美 金　陽子（安東侑美）平26.11. 1皮   診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目１１－２常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     ９ツインコート岡本２階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,0658,9 岡本エキクリニック 〒658-0072 078-451-6138医療法人峻伸会　理事春次　伸次郎 平27. 1. 1内   アレ 眼  診療所
     神戸市東灘区岡本５丁目１番１号常　勤:    1長　春次　伸次郎 組織変更 現存
     岡本阪急ビル２階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,0659,7 いが漢方内科　金のさ〒658-0081 078-412-1007医療法人社団　いが漢伊賀　文彦 平27. 1. 1漢方内科 診療所
     じ診療所 神戸市東灘区田中町１丁目８番２常　勤:    1方内科　金のさじ診療 組織変更 現存
     ０号 (医       1)所　理事長　伊賀　文 平27. 1. 1
     彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,0661,3 黒田内科循環器内科 〒658-0047 078-846-7422黒田　祐一 黒田　祐一 平27. 1. 1内   診療所
     神戸市東灘区御影２丁目１０－３常　勤:    1 その他 循環器内科 現存
     １サンエービル１階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,0662,1 村田クリニック 〒658-0082 078-411-1078村田　成正 村田　成正 平27. 1. 1内   放   診療所
     神戸市東灘区魚崎北町５－９－５常　勤:    2 交代 ②消化器内科 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,0663,9 小林整形外科クリニッ〒658-0001 078-412-2177医療法人恵会　理事長小林　恵三 平27. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 神戸市東灘区森北町１丁目７－１常　勤:    1　小林　恵三 組織変更 現存
     ３アーク玉谷ビル２Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,0664,7 山中眼科クリニック 〒658-0051 078-851-9778医療法人社団　山中眼山中　昭文 平27. 2. 1眼   診療所
     神戸市東灘区住吉本町一丁目２番常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     １号リブ　３Ｆ (医       1)　山中　昭文 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,0665,4 にしぐち眼科 〒658-0081 078-412-4141西口　文 西口　文 平27. 4. 1眼   診療所
     神戸市東灘区田中町１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０コマツグリーンビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20001,0667,0 やまぐち内科医院 〒658-0025 078-435-1220医療法人社団　やまぐ山口　務 平27. 7. 1内   診療所
     神戸市東灘区魚崎南町五丁目１３常　勤:    1ち内科医院　理事長　 組織変更 循環器内科 現存
     番１号 (医       1)山口　務 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,0668,8 ひろし内科クリニック〒658-0011 078-200-5325江口　寛 江口　寛 平27.11. 1内   診療所
     神戸市東灘区森南町１－３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,0669,6 開田医院 〒658-0025 078-411-3132開田　大 開田　大 平27.10. 1内   小   診療所
     神戸市東灘区魚崎南町８丁目１２常　勤:    2 交代 現存
     －１６ (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,0671,2 工藤循環器内科 〒658-0081 078-453-0061工藤　宏計 工藤　宏計 平27.11. 1内   診療所
     神戸市東灘区田中町５丁目１の５常　勤:    2 交代 ②循環器内科 現存
     ネオハイツ本山西１０１ (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,0673,8 東こどもの心とからだ〒658-0047 078-846-4156東　佐保子 東　佐保子 平28. 3. 1小   診療所
     のクリニック 神戸市東灘区御影２丁目２－１３常　勤:    1 新規 現存
     サイトウビル　５Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,0674,6 山形耳鼻咽喉科 〒658-0014 078-441-2739医療法人社団山形耳鼻山形　健一 平28. 3. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区北青木３丁目４番１常　勤:    1咽喉科　理事長　山形 移動 現存
     ９号 (医       1)　健一 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,0675,3 やました皮フ科クリニ〒658-0053 078-822-4112山下　純史 山下　純史 平28. 5. 1皮   診療所
     ック 神戸市東灘区住吉宮町４丁目４－常　勤:    1 新規 ②美容皮膚科 現存
     １ＫｉＬａＬａ住吉２０３ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,0676,1 甲南やまゆりクリニッ〒658-0084 078-451-2002医療法人社団　やまゆ久保　雅子 平28. 5. 1内   小外 小  診療所
     ク 神戸市東灘区甲南町３丁目２番２常　勤:    1り会　理事長　 野　 新規 現存
     号ラ・ギャレットビル４階 (医       1)吉昭 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,0677,9 おざき脳外科クリニッ〒658-0072 078-411-6660医療法人社団　神優会尾崎　功 平28. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     ク 神戸市東灘区岡本二丁目７番１３常　勤:    1　理事長　尾崎　功 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20901,0678,7 あんしんクリニック住〒658-0051 078-851-5151医療法人社団　あんし新田　真吾 平28. 6. 1整外 リハ 診療所
     吉 神戸市東灘区住吉本町一丁目１番常　勤:    1ん会　理事長　田所　 新規 現存
     ２号ＪＲ住吉駅ＮＫビル１階 (医       1)浩 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,0679,5 御影ごきげんクリニッ〒658-0048 078-223-5599医療法人社団　御影ご久綱　正勇 平28. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市東灘区御影郡家２丁目１６常　勤:    1きげんクリニック　理 組織変更 現存
     番１０号 (医       1)事長　久綱　正勇 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,0680,3 はせがわ耳鼻咽喉科ク〒658-0047 078-811-4133長谷川　信吾 長谷川　信吾 平28. 6. 1耳い 診療所
     リニック 神戸市東灘区御影２丁目８－１１常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,0681,1 二星こどもクリニック〒658-0047 078-811-1014ニ星　あゆみ ニ星　あゆみ 平28.10. 1小   診療所
     神戸市東灘区御影２丁目１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,0682,9 西崎眼科医院 〒658-0072 078-431-0689医療法人社団　西崎眼西崎　順也 平28. 9. 1眼   診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目８番４号常　勤:    1科医院　理事長　西崎 移動 現存
     (医       1)　順也 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,0683,7 神戸本山うめはなこど〒658-0014 078-412-3745医療法人社団梅華会　山根　秀一 平28.10. 1小   診療所
     もクリニック 神戸市東灘区北青木２丁目１番３常　勤:    1理事長　梅岡　比俊 新規 現存
     ２号ハーバーヴュー東神戸１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,0684,5 ろっこう医療生活協同〒658-0081 078-413-3333ろっこう医療生活協同片山　茂明 平28.11. 1内   診療所
     組合にじいろクリニッ神戸市東灘区田中町２丁目９－１常　勤:    1組合　理事長　村上　 新規 ②糖尿病内科 現存
     ク ０ (医       1)正治 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,0685,2 木戸　みみ・はな・の〒658-0052 078-262-1133木戸　茉莉子 木戸　茉莉子 平28.11. 1耳い 診療所
     ど　クリニック 神戸市東灘区住吉東町４－７－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ラファエラ浅野ビル３Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,0686,0 医療法人社団伍仁会　〒658-0072 078-441-5500医療法人社団伍仁会　鶴原　知子 平29. 2. 1乳腺外科 診療所
     岡本乳腺クリニック 神戸市東灘区岡本１丁目５番１４常　勤:    1理事長　岡本　交二 新規 現存
     号第２伸幸ビル２階北側 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,0688,6 ならばやしこどものア〒658-0016 078-412-7925　林　成之 　林　成之 平29. 4. 1アレ 小   診療所
     レルギークリニック 神戸市東灘区本山中町４丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番１５号シャトードール【３】　(医       1) 平29. 4. 1
     １０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21901,0689,4 松本医院 〒658-0051 078-811-5100松本　卓 松本　卓 平29. 2.14内   診療所
     神戸市東灘区住吉本町２丁目１－常　勤:    1 移動 循環器内科 現存
     ２１ (医       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,0691,0 きしもと眼科 〒658-0083 078-431-1101岸本　隼人 岸本　隼人 平29. 5. 1眼   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町１丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     －１１号ＹＭビル魚崎中町３０１(医       1) 平29. 5. 1
     －Ａ号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,0692,8 まりこ中町内科 〒658-0083 078-452-0202岡田　真理子 岡田　真理子 平29. 5. 1内   診療所
     神戸市東灘区魚崎中町１丁目９番常　勤:    1 新規 ②循環器内科③現存
     １１号ＹＭビル魚崎中町１０２号(医       1) 平29. 5. 1呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,0693,6 おかだ整形外科 〒658-0083 078-452-5677岡田　欣之 岡田　欣之 平29. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市東灘区魚崎中町１丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １１号ＹＭビル魚崎中町２０１号(医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,0694,4 きよはら皮ふ科クリニ〒658-0083 078-451-5512清原　恵理子 清原　恵理子 平29. 5. 1皮   診療所
     ック 神戸市東灘区魚崎中町３丁目５－常　勤:    1 新規 ②小児皮膚科 現存
     ４－２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,0695,1 三上内科クリニック 〒658-0032 078-855-5031三上　修司 三上　修司 平29. 5. 1内   診療所
     神戸市東灘区向洋町中３丁目２－常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     ２ＲＩＣ医療・介護ステーション(医       1) 平29. 5. 1
     １０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,0696,9 マツオカそらいろクリ〒658-0081 078-431-8100松岡　弘典 松岡　弘典 平29. 8. 1内   呼内 アレ診療所
     ニック 神戸市東灘区田中町１－２－１２常　勤:    1 新規 現存
     ドゥースモトヤマ１Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,0698,5 まつだ内科クリニック〒658-0072 078-414-4114医療法人社団　まつだ松田　康章 平29. 7. 1内   診療所
     神戸市東灘区岡本１丁目６番１２常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 ②循環器内科③現存
     号 (医       1)長　松田　康章 平29. 7. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,0699,3 深山医院 〒658-0021 078-453-2233医療法人社団　深山医深山　鉄平 平29.12.11内   小   診療所
     神戸市東灘区深江本町３丁目２番常　勤:    1院　理事長　深山　鉄 移動 現存
     ３０－１０２号 (医       1)平 平29.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,0701,7 わだ耳鼻咽喉科 〒658-0051 078-843-1187和田　匡史 和田　匡史 平30. 4. 1耳い 診療所
     神戸市東灘区住吉本町２－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ７ＬＡＦＦＩＣＥ住吉本町１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  22901,0702,5 松本みかげクリニック〒658-0048 078-842-6008松本　讓 松本　讓 平30. 4. 1内   診療所
     神戸市東灘区御影郡家１丁目２５常　勤:    1 その他 循環器内科 現存
     －１２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,0703,3 神戸市東部療育センタ〒658-0015 078-451-7550神戸市　神戸市長　久岡田　由香 平30. 5. 1小   診療所
     ー診療所 神戸市東灘区本山南町８丁目３番常　勤:    1元　喜造 新規 現存
     ４号　３階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,0047,3 鈴田医院 〒657-0059 078-861-4962鈴田　循子 鈴田　循子 昭35.10.17内   小   眼  診療所
     (02,0231,9) 神戸市灘区篠原南町３丁目７－１常　勤:    3 歯   小歯 現存
     ３ (医       2) 平29.10.17
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202,0079,6 長島医院 〒657-0051 長島　豊治 長島　豊治 昭35.10.17内   小   診療所
     神戸市灘区八幡町１丁目６－２０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302,0135,6 国家公務員共済組合連〒657-0022 078-851-8558国家公務員共済組合連安藤　章文 昭32.11. 1一般       133病院
     合会　六甲病院 神戸市灘区土山町５－１ 常　勤:   15合会　理事長　松元　 療養        45現存
     (医      15)崇 平29.11. 1内   呼   消  
     非常勤:   23 循   外   整外
     (医      23) ひ   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     ⑤緩和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,0140,6 医療法人愛和会　金沢〒657-0057 078-871-9001医療法人　愛和会　理金澤　成道 昭35.11. 1一般        60病院
     病院 神戸市灘区神ノ木通４丁目２－１常　勤:    7事長　金澤　秀樹 療養       120現存
     ５ (医       7) 平29.11. 1内   胃   循  
     非常勤:    3 外   整外 脳外
     (医       3) 眼   リハ 放  
     心内 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,0181,0 田中内科 〒657-0066 078-861-5738田中　 田中　 昭35. 7. 1内   呼   小  診療所
     神戸市灘区篠原中町４丁目１－１常　勤:    1 放   現存
     ３ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,0297,4 川岸医院 〒657-0821 078-861-3640川岸　弘賢 川岸　弘賢 昭50. 1. 7胃   外   整外診療所
     神戸市灘区赤坂通１丁目１ 常　勤:    1 皮   麻   現存
     (医       1) 平29. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    26 頁

  23702,0312,1 医療法人康雄会　西病〒657-0037 078-821-4151医療法人　康雄会　西堀田　芳樹 昭53. 6. 1一般        60病院
     院 神戸市灘区備後町３丁目２－１８常　勤:    5病院　理事長　西　昂 療養        24現存
     (医       5) 平29. 6. 1内   呼   循  
     非常勤:   22 消   外   整外
     (医      22) 脳外 ひ   こう
     リハ 放   他  
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,0320,4 渡辺内科小児科クリニ〒657-0024 078-851-1370渡辺　志伸 渡辺　志伸 昭55. 2. 1内   消   循  診療所
     ック 神戸市灘区楠丘町２丁目２－２４常　勤:    1 小   リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,0327,9 吉田小児科 〒657-0823 078-861-2457吉田　範昭 吉田　範昭 昭56.12. 1小   診療所
     神戸市灘区天城通４丁目１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,0332,9 医療法人　昭生病院 〒657-0011 078-881-5500医療法人昭生病院　理和田　義孝 昭58.12. 1一般        34病院
     神戸市灘区鶴甲３丁目１３－１９常　勤:    3事長　和田　昇 療養        69現存
     (医       3) 平28.12. 1内   呼内 放  
     非常勤:   14 ひ   リハ 外  
     (医      14) 呼外 脳外 
     ②循内③肝・消
     内（内視鏡）　
     糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,0333,7 川島産婦人科 〒657-0823 078-861-3140川島　吉永 川島　吉永 昭59. 2. 1一般         5診療所
     神戸市灘区天城通６丁目２－１４常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,0340,2 東川皮膚科 〒657-0838 078-801-1666東川　俊昭 東川　俊昭 昭61. 8. 1皮ひ 診療所
     神戸市灘区王子町１丁目１－１６常　勤:    1 現存
     サザン西灘 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,0341,0 吉田アーデント病院 〒657-0837 078-861-0001吉田　寛 吉田　寛 昭61. 8.11一般        80病院
     神戸市灘区原田通１丁目３－１７常　勤:    3 内   胃   循  現存
     (医       3) 平28. 8.11呼   神内 放  
     非常勤:   36 整外 外   脳外
     (医      36) 形外 こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,0355,0 片野眼科 〒657-0036 078-851-4674医療法人社団　片野眼片野　拓哉 平元. 5. 1眼   診療所
     神戸市灘区桜口町３丁目２－４ 常　勤:    1科　理事長　片野　拓 現存
     (医       1)哉 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  24502,0356,8 前田耳鼻咽喉科医院 〒657-0838 078-801-3033医療法人社団　平寿会前田　仁 平元. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     神戸市灘区王子町１丁目１－１４常　勤:    1　前田医院　理事長　 現存
     前納ビル１階 (医       1)前田　仁 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,0359,2 安藤医院 〒657-0041 078-861-3930医療法人社団　安藤医安藤　嗣彦 平元. 8.14内   外   整外診療所
     神戸市灘区琵琶町２丁目３－１３常　勤:    1院　理事長　安藤　嗣 リハ 現存
     (医       1)彦 平28. 8.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702,0360,0 堅田医院 〒657-0832 078-871-6078医療法人社団テレサ　堅田　幸洋 平元. 8. 1内   小   診療所
     神戸市灘区岸地通５丁目３－１７常　勤:    1理事長　堅田　幸洋 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,0361,8 郡山内科 〒657-0067 078-882-1114医療法人社団仁俊会郡郡山　俊昭 平元. 8. 1一般    診療所
     神戸市灘区篠原本町１丁目１－１常　勤:    1山内科　理事長　郡山 療養    現存
     (医       1)　俊昭 平28. 8. 1内   小   皮  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,0363,4 柴耳鼻咽喉科 〒657-0825 078-881-7669柴　裕子 柴　裕子 平元.10. 1耳い 診療所
     神戸市灘区中原通３丁目２メゾン常　勤:    1 現存
     ドファミーユ１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,0365,9 医療法人財団　神戸海〒657-0068 078-871-5201医療法人財団　神戸海黒坂　昌弘 平元.10. 1一般       176病院
     星病院 神戸市灘区篠原北町３丁目１１－常　勤:   31星病院　理事長　河野 内   外   整外現存
     １５ (医      31)　範男 平28.10. 1脳外 皮   婦  
     非常勤:   60 眼   耳い 放  
     (医      60) 麻   ひ   精  
     形外 リハ 神内
     リウ 
     循環器内科　消
     化器内科　漢方
     内科　乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,0367,5 中迫医院 〒657-0063 078-843-4768中迫　博英 中迫　博英 平元.12. 1内   小   診療所
     神戸市灘区曽和町２丁目１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,0368,3 船曳耳鼻咽喉科医院 〒657-0028 078-851-6377医療法人社団　船曳医船曳　和雄 平元.12. 1耳い 診療所
     神戸市灘区森後町３丁目５－４１常　勤:    1院　理事長　船曳　和 現存
     (医       1)子 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  25302,0371,7 執行耳鼻咽喉科医院 〒657-0065 078-881-6266医療法人社団　執行耳執行　昭男 平 2. 2. 1耳い 診療所
     神戸市灘区宮山町３丁目３－１ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　執行　昭男 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,0372,5 仁泉会　瀬戸本医院 〒657-0834 078-861-5027医療法人社団　仁泉会瀬戸本　悟 平 2. 2. 1外   リハ 診療所
     神戸市灘区泉通５丁目１－８ 常　勤:    1　瀬戸本医院　理事長 ②胃腸内科 現存
     (医       1)　瀬戸本　悟 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,0373,3 岡田整形外科医院 〒657-0843 078-871-0215医療法人社団　岡田整岡田　幸也 平 2. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市灘区大石北町７－２２ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 現存
     (医       1)岡田　幸也 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,0375,8 李内科クリニック 〒657-0053 078-854-2288医療法人社団　李内科李　英徹 平 2. 5. 1内   呼   循  診療所
     神戸市灘区六甲町１丁目６－１９常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)李　英徹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,0376,6 北田クリニック 〒657-0836 078-861-0140北田　博則 北田　博則 平 2. 8. 1整外 麻   他  診療所
     神戸市灘区城之内通２－５－１４常　勤:    1 現存
     本庄南ビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,0378,2 本庄医院 〒657-0836 078-861-4897医療法人社団本庄医院本庄　昭 平 2. 8. 1内   循   診療所
     神戸市灘区城内通２丁目５－１４常　勤:    1　理事長　本庄　昭 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,0383,2 高橋医院 〒657-0821 078-861-5723高橋　達雄 高橋　達雄 平 2.10. 1内   消   外  診療所
     神戸市灘区赤坂通３丁目１－２２常　勤:    2 リハ 放   現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,0384,0 医療法人　神戸健康共〒657-0059 078-801-5503医療法人　神戸健康共藤末　衛 平 2.11. 1内   診療所
     和会　大石川診療所 神戸市灘区篠原南町５丁目１－１常　勤:    2和会　理事長　藤末　 現存
     (医       2)衛 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,0387,3 神矢眼科 〒657-0838 078-801-9898医療法人社団神矢眼科神矢　博子 平 2.12. 1眼   診療所
     神戸市灘区王子町１丁目３－１９常　勤:    1　理事長　神矢　博子 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202,0393,1 むらた小児科クリニッ〒657-0023 078-841-9121村田　英雄 村田　英雄 平 3.10. 1小   アレ 診療所
     ク 神戸市灘区高羽町２丁目１０－１常　勤:    1 現存
     ３山中ビル２階 (医       1) 平24.10. 1
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  26302,0395,6 東野皮膚科医院 〒657-0831 078-801-5515医療法人社団東野皮膚東野　清彦 平 4. 2. 1皮   診療所
     神戸市灘区水道筋５丁目２－１０常　勤:    1科医院　理事長　東野 現存
     －２０６ (医       1)　清彦 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,0397,2 小林内科 〒657-0826 078-861-5201医療法人社団　小林内小林　俊清 平 4. 5. 1内   診療所
     神戸市灘区倉石通２丁目２－２７常　勤:    1科　理事長　小林　俊 現存
     (医       1)清 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,0398,0 ろっこう医療生活協同〒657-0036 078-811-0555ろっこう医療生活協同谷口　敏光 平 4. 6. 1内   小   診療所
     組合六甲道診療所 神戸市灘区桜口町４丁目５－１２常　勤:    1組合　理事長　村上　 現存
     (医       1)正治 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,0401,2 古川眼科医院 〒657-0029 078-851-0798古川　清実 古川　清実 平 5. 1. 1眼   診療所
     神戸市灘区日尾町３丁目２－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,0402,0 山中眼科医院 〒657-0023 078-851-0705山中　忍 山中　忍 平 5. 4. 1眼   診療所
     神戸市灘区高羽町２丁目１０－１常　勤:    1 現存
     ３山中ビルＢ棟地下、地上１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,0403,8 都診療所 〒657-0038 078-821-1161都　永基 都　永基 平 5. 5. 1内   放   診療所
     神戸市灘区深田町２丁目２６－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,0404,6 谷本神経クリニック 〒657-0831 078-881-8729医療法人社団　谷本神谷本　直樹 平 5. 5. 1精   神   診療所
     神戸市灘区水道筋４丁目３－３ 常　勤:    1経クリニック　理事長 現存
     (医       1)　谷本　直樹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,0406,1 小田泌尿器科 〒657-0028 078-854-5115医療法人社団晃生会　小田　芳経 平 5. 7. 1ひ   診療所
     神戸市灘区森後町３丁目５－３０常　勤:    1理事長　小田　芳経 現存
     六甲ビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102,0408,7 井原クリニック 〒657-0833 078-802-8082井原　基 井原　基 平 5. 8. 1内   消   リハ診療所
     神戸市灘区大内通２丁目９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202,0410,3 山本眼科 〒657-0842 078-801-3009医療法人社団　山本眼山本　美和 平 6. 1. 1眼   診療所
     神戸市灘区船寺通５丁目２－２ 常　勤:    1科　理事長　山本　美 現存
     (医       1)和 平30. 1. 1
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  27302,0412,9 鈴木眼科クリニック 〒657-0028 078-843-1233鈴木　隆司 鈴木　隆司 平 6. 3. 1眼   診療所
     神戸市灘区森後町３丁目５－２フ常　勤:    1 現存
     ァミール岡本１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,0413,7 野本内科 〒657-0067 078-801-8186野本　修平 野本　修平 平 6. 4. 1内   消   診療所
     神戸市灘区篠原本町４丁目５－１常　勤:    1 現存
     ９ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,0417,8 渡邊クリニック 〒657-0038 078-854-0566医療法人社団　渡邊ク渡邊　典雅 平 6. 6. 1外   胃   こう診療所
     神戸市灘区深田町２丁目２－１９常　勤:    2リニック　理事長　渡 現存
     (医       2)邊　博茂 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,0423,6 中井内科クリニック 〒657-0823 078-861-1453医療法人社団中井裕内中井　裕 平 6.12. 1内   呼   消  診療所
     神戸市灘区天城通４丁目１－６ 常　勤:    1科　理事長　中井　裕 循   休止
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702,0424,4 松本医院 〒657-0059 078-861-0860松本　治朗 松本　治朗 平 7. 4. 1内   小外 診療所
     神戸市灘区篠原南町２丁目４－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,0438,4 奥本医院 〒657-0043 078-882-0366医療法人社団　奥本医奥本　有 平 8.11. 5内   外   診療所
     神戸市灘区大石東町４丁目５－１常　勤:    1院　理事長　奥本　有 現存
     ８ (医       1) 平29.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902,0439,2 大林医院 〒657-0033 078-851-4194大林　良和 大林　良和 平 9. 1. 1内   循   小  診療所
     神戸市灘区徳井町３丁目３－２ 常　勤:    1 呼   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002,0441,8 渡辺整形外科 〒657-0824 078-801-3863医療法人社団渡邉整形渡邊　秀雄 平 9. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市灘区福住通５丁目２－２１常　勤:    1外科　理事長　渡邊　 現存
     (医       1)秀雄 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102,0442,6 田中内科循環器内科 〒657-0059 078-861-3582田中　耕太郎 田中　耕太郎 平 9. 3. 1内   循   診療所
     神戸市灘区篠原南町６丁目１－９常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,0444,2 槙村医院 〒657-0059 078-881-8558槙村　博之 槙村　博之 平 9. 7. 1内   診療所
     神戸市灘区篠原南町１－１－１３常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,0448,3 下地医院 〒657-0841 078-871-6858下地　秀直 下地　秀直 平 9.10. 1内   小   診療所
     神戸市灘区灘南通１－１－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  28402,0449,1 椿田小児科 〒657-0028 078-821-5811椿田　重彦 椿田　重彦 平 9.11. 1小   診療所
     神戸市灘区森後町２－１－２セレ常　勤:    1 新規 現存
     ノ六甲２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502,0450,9 髙井眼科 〒657-0822 078-861-9310髙井　勝史 高井　勝史 平 9.11. 1眼   診療所
     神戸市灘区畑原通５丁目５－１９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602,0451,7 坪井医院 〒657-0023 078-851-1308坪井　一彦 坪井　一彦 平10. 1. 1内   胃   循  診療所
     神戸市灘区高羽町５丁目４－２８常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702,0452,5 橋村クリニック 〒657-0027 078-822-8088橋村　孝久 橋村　孝久 平10. 2. 1放   呼   診療所
     神戸市灘区永手町３丁目２－１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802,0453,3 池原クリニック 〒657-0028 078-811-4355医療法人社団池原クリ池原　伸直 平10. 2. 1内   消   診療所
     神戸市灘区森後町２丁目１－６ 常　勤:    1ニック　理事長　池原 組織変更 現存
     (医       1)　英夫 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902,0454,1 森クリニック 〒657-0846 078-801-3310森　琢磨 森　琢磨 平10. 5. 1外   消   リハ診療所
     神戸市灘区岩屋北町３－２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002,0457,4 村岡内科クリニック 〒657-0855 078-805-5771村岡　章弘 村岡　章弘 平10. 6. 1内   消   小  診療所
     神戸市灘区摩耶海岸通２－３－３常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102,0460,8 杉本耳鼻咽喉科 〒657-0035 078-846-5147杉本　和彦 杉本　和彦 平10. 9. 1耳い 診療所
     神戸市灘区友田町４丁目２－１３常　勤:    1 新規 現存
     イトーピア六甲道１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202,0461,6 宇山眼科医院 〒657-0065 078-871-9875宇山　孝司 宇山　孝司 平10. 9. 1眼   診療所
     神戸市灘区宮山町３丁目３－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302,0462,4 田中医院 〒657-0826 078-861-5872医療法人社団　田中医田中　晴夫 平10.12. 1内   小   循  診療所
     神戸市灘区倉石通４丁目１－２４常　勤:    2院　理事長　田中　晴 組織変更 現存
     (医       2)夫 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29402,0463,2 秦内科クリニック 〒657-0805 078-882-7217医療法人社団　秦内科 平10.12. 1内   消   診療所
     神戸市灘区青谷町４丁目５－９ 常　勤:    1クリニック 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502,0464,0 渡辺医院 〒657-0038 078-851-5969渡辺　昭朗 渡辺　昭朗 平11. 3. 1胃   内   診療所
     神戸市灘区深田町３丁目３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602,0465,7 阪本美佐子メンタルク〒657-0065 078-801-3223阪本　美佐子 阪本　美佐子 平11. 4. 1精   神   心内診療所
     リニック 神戸市灘区宮山町３丁目３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702,0466,5 くずはら整形外科 〒657-0034 078-854-3309葛原　啓 葛原　啓 平11. 5. 1整外 診療所
     神戸市灘区記田町２ー２ー１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802,0467,3 あかまつ眼科 〒657-0817 078-861-6040赤松　亮子 赤松　亮子 平11. 6. 1眼   診療所
     神戸市灘区上野通４丁目４ー１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902,0469,9 ガクエイ内科クリニッ〒657-0826 078-861-7099李　学英 李　学英 平11.11. 1内   消   放  診療所
     ク 神戸市灘区倉石通２丁目７－１ 常　勤:    1 新規 小   呼   循  現存
     (医       1) 平29.11. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002,0470,7 村山医院 〒657-0059 078-861-3666村山　知行 村山　知行 平12. 1. 1内   神内 小  診療所
     神戸市灘区篠原南町５丁目５－１常　勤:    1 交代 現存
     ３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102,0472,3 おおた内科医院 〒657-0846 078-801-8230太田　章彦 太田　章彦 平12. 4. 1内   胃   リハ診療所
     神戸市灘区岩屋北町７丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ９フレンテ灘１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202,0473,1 海内科クリニック 〒657-0054 078-846-4146廣海　洋三 廣海　洋三 平12. 4. 1内   診療所
     神戸市灘区稗原町１丁目３－２３常　勤:    1 新規 現存
     北端ビル１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302,0474,9 ハートケアクリニック〒657-0038 078-841-0717三浦　弘史 三浦　弘史 平12. 5. 1精   心内 診療所
     神戸市灘区深田町４－１－１ウェ常　勤:    1 移動 現存
     ルブ六甲道２番街３０２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402,0475,6 髙塚クリニック 〒657-0051 078-845-8686髙塚　勝哉 髙塚　勝哉 平12. 6. 1神内 内   リハ診療所
     神戸市灘区八幡町２丁目８－７セ常　勤:    1 新規 現存
     ントビル２階 (医       1) 平30. 6. 1
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  30502,0476,4 みなみ外科・整形外科〒657-0855 078-862-0373南　正樹 南　正樹 平12. 9. 1外   整外 こう診療所
     神戸市灘区摩耶海岸通２－３－３常　勤:    1 新規 現存
     －１０２ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602,0478,0 小豆澤医院 〒657-0842 078-861-2774小豆澤　修 小豆澤　修 平12.10.14内   こう 皮  診療所
     神戸市灘区船寺通１丁目５－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702,0483,0 やまだ小児科 〒657-0831 078-861-4110医療法人社団やまだ小山田　裕弘 平13. 6. 1小   診療所
     神戸市灘区水道筋６丁目２－１８常　勤:    1児科　理事長　山田　 組織変更 現存
     (医       1)裕弘 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30802,0484,8 竹内内科 〒657-0051 078-851-9786理事長　竹内　素志 竹内　素志 平13. 7. 1内   循   診療所
     神戸市灘区八幡町２丁目１－２９常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902,0489,7 辻整形外科医院 〒657-0834 078-805-3111辻　壽 辻　壽 平13. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市灘区泉通１丁目２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002,0491,3 みよし内科クリニック〒657-0846 078-882-1122三好　彩 三好　彩 平13. 9. 1内   循   診療所
     神戸市灘区岩屋北町５丁目１－３常　勤:    1 新規 現存
     １メディカルハット３階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102,0493,9 いのした整形外科クリ〒657-0831 078-861-8901井下　洋一 井下　洋一 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 神戸市灘区水道筋６丁目４－１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202,0497,0 波田眼科 〒657-0846 078-882-6338波田　順次 波田　順次 平14. 2. 1眼   診療所
     神戸市灘区岩屋北町５丁目１－３常　勤:    1 新規 現存
     １メディカルハット４階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31302,0501,9 皮ふ科しみずクリニッ〒657-0846 078-805-3980清水　良輔 清水　良輔 平14. 5. 1皮   診療所
     ク 神戸市灘区岩屋北町７丁目１－３常　勤:    1 新規 現存
     ０ラ・メルベーユ３０１ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31402,0502,7 さわだクリニック 〒657-0051 078-842-7702澤田　正樹 澤田　正樹 平14. 5. 1形外 耳い 診療所
     神戸市灘区八幡町２－８－７セン常　勤:    1 新規 現存
     トビル３階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31502,0503,5 中林整形外科クリニッ〒657-0831 078-802-3311医療法人社団中林整形中林　幹治 平14. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 神戸市灘区水道筋４丁目３－１４常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 麻   現存
     (医       1)長　中林　幹治 平26. 5. 1ペインクリニッ
     非常勤:    1 ク外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31602,0504,3 ブルーバレイ診療所 〒657-0805 078-801-1702社会福祉法人神戸婦人門田　雅生 平14.10. 1内   診療所
     神戸市灘区青谷町２丁目１－９ 常　勤:    2同情会　理事長　城　 新規 現存
     (医       2)純一 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31702,0505,0 たかやすクリニック 〒657-0038 078-845-2828髙安　幸生 髙安　幸生 平14.12. 1消   内   放  診療所
     神戸市灘区深田町４丁目１－１ウ常　勤:    1 新規 現存
     ェルブ六甲道２番街３階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31802,0506,8 中井病院 〒657-0833 078-861-1856医療法人社団　中井病中井　正信 平15. 1. 1一般 病院
     神戸市灘区大内通６丁目１番３号常　勤:    1院　理事長　中井　正 組織変更     一般    48現存
     (医       1)信 平27. 1. 1内   外   循  
     非常勤:   21 消   整外 形外
     (医      21) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31902,0507,6 たかはしクリニック 〒657-0846 078-882-6432医療法人社団たかはし髙橋　利和 平15. 1. 1小   皮   診療所
     神戸市灘区岩屋北町５丁目１番３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １号 (医       1)髙橋　利和 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32002,0508,4 黒木医院 〒657-0033 078-822-8227黒木　輝幸 黒木　輝幸 平15. 1. 6内   診療所
     神戸市灘区徳井町５丁目１－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32102,0510,0 蓮沼泌尿器科クリニッ〒657-0037 078-846-5136蓮沼　行人 蓮沼　行人 平15. 7. 1ひ   診療所
     ク 神戸市灘区備後町４丁目１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３０１－２ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32202,0513,4 みわ心療クリニック 〒657-0846 078-802-3811三和　千德 三和　千德 平15.10. 1精   心内 神  診療所
     神戸市灘区岩屋北町５－１－１１常　勤:    1 新規 現存
     田甫ビル３階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32302,0514,2 ふじむら整形外科 〒657-0065 078-806-0811藤村　幸毅 藤村　幸毅 平15.11. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市灘区宮山町３－３－１六甲常　勤:    1 新規 現存
     駅前ビル２階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32402,0515,9 はぶクリニック 〒657-0065 078-802-8292土生　秀作 土生　秀作 平15.11. 1消   外   こう診療所
     神戸市灘区宮山町３－３－１六甲常　勤:    1 新規 他   現存
     駅前ビル１階 (医       1) 平27.11. 1
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  32502,0518,3 大田整形外科クリニッ〒657-0846 078-882-8822医療法人社団大田整形大田　秀一 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 神戸市灘区岩屋北町５丁目１番３常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     １号メディカルハット２階 (医       1)長　大田　秀一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32602,0520,9 片山キッズクリニック〒657-0845 078-802-5990片山　啓 片山　啓 平16.11. 1小   診療所
     神戸市灘区岩屋中町４丁目２番７常　勤:    2 新規 現存
     号ＢＢプラザ２階 (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32702,0521,7 ろっこう医療生活協同〒657-0831 078-801-6665ろっこう医療生活協同髙野　修一 平16.11. 1一般 診療所
     組合　灘診療所 神戸市灘区水道筋６丁目６－３ 常　勤:    4組合　理事長　村上　 移動     一般    12現存
     (医       4)正治 平28.11. 1内   放   リハ
     非常勤:    4 消化器内科　循
     (医       4) 環器内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32802,0522,5 東和医院 〒657-0846 078-881-0588鄧　尚昇 鄧　尚昇 平16.11. 1内   循   リハ診療所
     神戸市灘区岩屋北町４丁目３－５常　勤:    1 移動 放   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32902,0523,3 うすき診療所 〒657-0027 078-821-5000薄木　代子 薄木　代子 平16.11. 1小   内   診療所
     神戸市灘区永手町５丁目３－２５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002,0524,1 森本クリニック 〒657-0025 078-843-1667森本　康男 森本　康男 平16.12. 1内   診療所
     神戸市灘区高徳町５丁目１－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33102,0525,8 常岡内科クリニック 〒657-0037 078-841-4512常岡　武史 常岡　武史 平16.12.12内   胃   診療所
     神戸市灘区備後町３－１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33202,0526,6 西野皮膚科クリニック〒657-0065 078-806-1112西野　圭輔 西野　圭輔 平17. 1. 1皮   診療所
     神戸市灘区宮山町３丁目３番地の常　勤:    1 移動 現存
     １六甲駅前ビル５階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33302,0527,4 田所病院 〒657-0842 078-881-2211濵﨑　昌丈 濵﨑　昌丈 平17. 1.14療養 病院
     神戸市灘区船寺通１丁目２－１ 常　勤:    1 交代     療養    60現存
     (医       1) 平29. 1.14内   脳外 整外
     非常勤:   17 リハ 皮   
     (医      17)
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  33402,0529,0 河村循環器病クリニッ〒657-0832 078-805-6670河村　剛史 河村　剛史 平17. 5. 1循   心外 リハ診療所
     ク 神戸市灘区岸地通５丁目３の９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502,0531,6 ほそい眼科 〒657-0034 078-846-5656細井　千草 細井　千草 平17. 9. 1眼   診療所
     神戸市灘区記田町２丁目３－１３常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33602,0532,4 住友クリニック 〒657-0817 078-871-6669住友　直幹 住友　直幹 平17.10. 1内   診療所
     神戸市灘区上野通５－４－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702,0534,0 たかしま皮フ科 〒657-0027 078-811-4112髙島　務 髙島　務 平18. 4. 1皮   アレ 診療所
     神戸市灘区永手町５丁目８－１２常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルレナウンビル２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33802,0535,7 川口レディースクリニ〒657-0846 078-881-8208医療法人社団　川口レ川口　惠子 平18. 6. 1産婦 ひ   診療所
     ック 神戸市灘区岩屋北町７丁目１番３常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更 現存
     ０号 (医       1)理事長　川口　惠子 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33902,0536,5 みやもと小児科 〒657-0037 078-846-5275医療法人社団　みやも宮本　恵弘 平18. 6. 1小   診療所
     神戸市灘区備後町４丁目１番１号常　勤:    1と小児科　理事長　宮 組織変更 現存
     ３０１－１２ (医       1)本　恵弘 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002,0537,3 はぎの整形外科 〒657-0037 078-842-7576医療法人社団　はぎの萩野　哲也 平18. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市灘区備後町４丁目１番１－常　勤:    1整形外科　理事長　萩 組織変更 現存
     ３０１ (医       1)野　哲也 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34102,0538,1 飯尾整形外科クリニッ〒657-0067 078-881-9300飯尾　純 飯尾　純 平18. 6. 1整外 外   リハ診療所
     ク 神戸市灘区篠原本町１丁目７番１常　勤:    1 交代 現存
     ９号アーバンヴィレッジ１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34202,0541,5 田中医院 〒657-0051 078-851-7807田中　公子 田中　公子 平18. 9. 1内   小   婦  診療所
     神戸市灘区八幡町１丁目８番１５常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302,0542,3 いまにし泌尿器科 〒657-0846 078-805-4567今西　治 今西　治 平18.10. 1ひ   診療所
     神戸市灘区岩屋北町２丁目３－１常　勤:    1 新規 現存
     ３カーサジュピター１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34402,0543,1 おがわ内科クリニック〒657-0835 078-805-3282小川　秀美 小川　秀美 平19. 2. 1内   診療所
     神戸市灘区灘北通１０丁目１－３常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34502,0544,9 関本クリニック 〒657-0051 078-846-0933医療法人社団　関本ク関本　雅子 平19. 6. 1緩和ケア内科　診療所
     神戸市灘区八幡町３丁目４－５ 常　勤:    2リニック　理事長　関 組織変更 消化器・肝臓内現存
     (医       2)本　雅子 平25. 6. 1科　腫瘍内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34602,0545,6 エレガーノ摩耶クリニ〒657-0855 078-802-6508宮﨑　都志幸 宮﨑　都志幸 平19. 7. 1内   循   診療所
     ック 神戸市灘区摩耶海岸通１丁目３－常　勤:    1 交代 現存
     １０ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34702,0546,4 米本麻酔科クリニック〒657-0846 078-803-2266米本　洋次 米本　洋次 平19. 8. 1麻   診療所
     神戸市灘区岩屋北町２丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     第２ハイツ中山２０５号室 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34802,0547,2 春日井クリニック 〒657-0028 078-841-0234春日井　博志 春日井　博志 平19.10. 1内   消   診療所
     神戸市灘区森後町３－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34902,0548,0 門田外科医院 〒657-0825 078-802-1765門田　雅生 門田　雅生 平20. 1. 1外   こう 胃  診療所
     神戸市灘区中原通６丁目３－１５常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35002,0549,8 うすき医院 〒657-0035 078-841-0033薄木　正敏 薄木　正敏 平20. 2. 1整外 外   リハ診療所
     神戸市灘区友田町４丁目４番７号常　勤:    2 移動 内   呼   消  現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35102,0551,4 いわくら耳鼻咽喉科 〒657-0037 078-822-3387岩倉　進 岩倉　進 平20. 3. 1耳い 診療所
     神戸市灘区備後町５－３－１ウェ常　勤:    1 新規 現存
     ルブ六甲道１番街１階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35202,0552,2 赤松外科消化器内科医〒657-0817 078-861-3046赤松　良彦 赤松　良彦 平20. 7. 1外   消   リハ診療所
     院 神戸市灘区上野通４丁目４－１５常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35302,0553,0 船曳産科婦人科医院 〒657-0066 078-223-7238医療法人社団船曳医院船曳　和子 平20. 8. 1産婦 アレ 診療所
     神戸市灘区篠原中町１丁目３番７常　勤:    1　理事長　船曳　和子 移動 現存
     号 (医       1) 平26. 8. 1
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  35402,0556,3 田所整形外科クリニッ〒657-0053 078-861-4187医療法人社団田所整形丸野　英人 平21. 6. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市灘区六甲町２丁目４－２５常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　丸野　英人 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35502,0557,1 六甲鶴寿園診療所 〒657-0011 078-858-8220社会福祉法人六甲鶴寿堅田　幸洋 平21. 7. 1内   診療所
     神戸市灘区鶴甲５丁目１－５０ 常　勤:    1園　理事長　岸本　圭 移動 現存
     (医       1)子 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35602,0558,9 こたに糖尿病内科クリ〒657-0028 078-857-5020小谷　圭 小谷　圭 平21. 9. 1内   他   診療所
     ニック 神戸市灘区森後町３－５－４１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     ＴＫビル２ＦーＢ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35702,0559,7 雅レディースクリニッ〒657-0028 078-857-0155松永　雅美 松永　雅美 平21.10. 1産   婦   診療所
     ク 神戸市灘区森後町３－５－４１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     ＴＫビル２Ｆ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35802,0560,5 社会福祉法人　鶯園診〒657-0852 078-805-3755社会福祉法人鶯園　理西　康子 平21.12. 1内   診療所
     療所 神戸市灘区大石南町２丁目４番２常　勤:    1事長　小林　敏隆 新規 現存
     ２号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35902,0561,3 まるぐち皮膚科クリニ〒657-0027 078-842-6482丸口　友子 丸口　友子 平22. 3. 1皮   他   診療所
     ック 神戸市灘区永手町３丁目４の４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36002,0562,1 森中耳鼻咽喉科 〒657-0845 078-882-1810森中　幹仁 森中　幹仁 平22. 4. 1耳い 診療所
     神戸市灘区岩屋中町４丁目２番７常　勤:    1 新規 現存
     号ＢＢ　Ｐｌａｚａ３０２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36102,0565,4 うえだクリニック 〒657-0836 078-861-2808植田　竜仁 植田　竜仁 平22. 9. 1内   循   リハ診療所
     神戸市灘区城内通３丁目２－７　常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36202,0566,2 奥野クリニック 〒657-0038 078-862-1963奥野　芳茂 奥野　芳茂 平22.10. 1放   他   診療所
     神戸市灘区深田町４丁目１－３９常　勤:    1 新規 現存
     メイン六甲Ａビル６Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36302,0567,0 アサゴエクリニック 〒657-0824 078-861-8862浅越　健助 浅越　健助 平23. 1. 1内   消   診療所
     神戸市灘区福住通５丁目４－１０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36402,0568,8 きもと内科クリニック〒657-0845 078-801-8011木本　直哉 木本　直哉 平23. 5. 1内   消   診療所
     神戸市灘区岩屋中町４－２－７シ常　勤:    1 新規 現存
     マブンビルＢＢプラザ３Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36502,0570,4 辻本内科 〒657-0027 078-856-0071医療法人社団　辻本内辻本　英明 平24. 1.17内   循   他  診療所
     神戸市灘区永手町５丁目８番１９常　勤:    1科　理事長　辻本　英 移動 現存
     号 (医       1)明 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36602,0571,2 たなべ産婦人科 〒657-0028 078-821-0303医療法人社団たなべ産田邉　恭三 平24. 4. 1一般         6診療所
     神戸市灘区森後町三丁目５番３０常　勤:    1婦人科　理事長　田邉 組織変更 産婦 現存
     号 (医       1)　恭三 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36702,0572,0 おくだ心療クリニック〒657-0027 078-856-0155奥田　真紀子 奥田　真紀子 平24. 6. 9精   心内 診療所
     神戸市灘区永手町５－８－１６－常　勤:    1 新規 現存
     ２０２ (医       1) 平30. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36802,0574,6 村上医院 〒657-0038 078-858-6000村上　潔 村上　潔 平24.10. 1心内 精   診療所
     神戸市灘区深田町３－３－１ＥＲ常　勤:    1 新規 現存
     Ｃ六甲ビル３階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36902,0577,9 中川眼科医院 〒657-0846 078-855-3061中川　夏司 中川　夏司 平25. 6. 1眼   診療所
     神戸市灘区岩屋北町７－３－２Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     Ｒ灘駅ビル３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37002,0580,3 谷眼科医院 〒657-0028 078-854-4412医療法人社団　光恵会谷　恵美子 平25. 6. 1眼   診療所
     神戸市灘区森後町３丁目１番７号常　勤:    1　理事長　谷　光毅 組織変更 現存
     嶋田ビル１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37102,0583,7 公益財団法人兵庫県予〒657-0846 078-855-2715公益財団法人　兵庫県安田　敏成 平26. 1. 1内   呼内 婦  診療所
     防医学協会　健診セン神戸市灘区岩屋北町１丁目８番１常　勤:   11予防医学協会　会長　 新規 整外 眼   放  現存
     ター 号 (医      11)石原　享介 平26. 1. 1消化器内科　循
     非常勤:   22 環器内科
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37202,0584,5 井上クリニック 〒657-0035 078-851-6465井上　隆弥 井上　隆弥 平25.11.11麻   診療所
     神戸市灘区友田町３丁目２－１２常　勤:    1 移動 ペイン内科　循現存
     　２Ｆ (医       1) 平25.11.11環器内科　漢方
     非常勤:    1 ・アレルギー疾
     (医       1) 患内科
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  37302,0585,2 岩尾クリニック 〒657-0028 078-822-6556岩尾　俊一郎 岩尾　俊一郎 平26. 1. 1精   心内 診療所
     神戸市灘区森後町２丁目３番２－常　勤:    1 その他 現存
     ２０４号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37402,0586,0 梶山小児科・アレルギ〒657-0822 078-801-5678梶山　瑞隆 梶山　瑞隆 平26. 1. 8内   小   アレ診療所
     ー科 神戸市灘区畑原通３丁目１－１７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37502,0587,8 はたに内科 〒657-0028 078-821-0022医療法人社団　はたに羽溪　眞 平26. 1. 1内   診療所
     神戸市灘区森後町二丁目２番２２常　勤:    1内科　理事長　羽溪　 組織変更 循環器内科　消現存
     号 (医       1)眞 平26. 1. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37602,0588,6 大西内科クリニック 〒657-0831 078-882-0551大西　一男 大西　一男 平26. 5. 1内   診療所
     神戸市灘区水道筋５丁目２－２セ常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     イントビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37702,0589,4 新里医院 〒657-0836 078-861-3509医療法人社団　新里医新里　浩 平26. 5. 1内   皮   診療所
     神戸市灘区城内通４丁目４番１０常　勤:    1院　理事長　新里　浩 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37802,0591,0 神戸市医師会　東部休〒657-0832 078-801-5199一般社団法人　神戸市大林　良和 平26.10. 1内   診療所
     日急病診療所 神戸市灘区岸地通１丁目１－１灘常　勤:    1医師会　会長　置塩　 新規 現存
     区民ホール３階 (医       1)隆 平26.10. 1
     非常勤:   64
     (医      64)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37902,0592,8 つじがみクリニック 〒657-0042 078-881-8888 上　周治 上　周治 平27. 5. 1内   脳外 診療所
     神戸市灘区烏帽子町２－３－２４常　勤:    1 新規 現存
     つじがみビル１階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38002,0593,6 田村医院 〒657-0024 078-851-5962田村　竜二 田村　竜二 平27.10. 1外   診療所
     神戸市灘区楠丘町５－２－１６ 常　勤:    1 その他 ②消化器内科 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38102,0594,4 陰下内科 〒657-0065 078-871-3555陰下　敏昭 平28. 2. 1内   呼内 診療所
     神戸市灘区宮山町３丁目３－１六常　勤:    1 交代 ③循環器内科 現存
     甲駅前ビル　４階 (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38202,0596,9 うえの皮フ科 〒657-0038 078-843-5300医療法人社団　うえの上野　充彦 平28. 4. 1皮   アレ 診療所
     神戸市灘区深田町４丁目１番１号常　勤:    1皮フ科　理事長　上野 組織変更 現存
     ウェルブ六甲道２番街３０７号 (医       1)　充彦 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38302,0597,7 岡田クリニック 〒657-0825 078-861-7701医療法人社団　星輪会岡田　司郎 平28. 4. 1内   眼   診療所
     神戸市灘区中原通２丁目１番３号常　勤:    2岡田クリニック　理事 組織変更 消内 現存
     (医       2)長　岡田　司郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38402,0598,5 医療法人赤坂クリニッ〒657-0064 078-842-3303医療法人赤坂クリニッ赤坂　浩司 平28. 5. 1内   診療所
     ク 神戸市灘区山田町３丁目１番１５常　勤:    1ク　理事長　赤坂　浩 組織変更 ②血液内科　腫現存
     号六甲アトリエハウス１階 (医       1)司 平28. 5. 1瘍内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38502,0599,3 あけみ皮フ科クリニッ〒657-0846 078-881-8880姜　朱美 姜　朱美 平28. 7.11皮   アレ 診療所
     ク 神戸市灘区岩屋北町７丁目３番２常　勤:    1 新規 ③美容皮膚科 現存
     号ＪＲ灘駅ビル２階２０１号 (医       1) 平28. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38602,0601,7 どい耳鼻咽喉科 〒657-0035 078-842-1187土井　清司 土井　清司 平28.10. 1耳い 診療所
     神戸市灘区友田町３丁目２－１２常　勤:    1 新規 現存
     ツカサメディカルビル３階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38702,0602,5 川口クリニック 〒657-0831 078-861-4351松梨　真知子 松梨　真知子 平28.12. 1内   小   呼内診療所
     神戸市灘区水道筋５丁目２番１７常　勤:    1 交代 循環器内科　消現存
     号 (医       1) 平28.12. 1化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38802,0603,3 くわばら腎・泌尿器科〒657-0838 078-861-5550桑原　元 桑原　元 平29.10.10ひ   診療所
     クリニック 神戸市灘区王子町１丁目２番地８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38902,0604,1 竹田ファミリークリニ〒657-0835 078-855-3955竹田　陽子 竹田　陽子 平29.10. 1内   診療所
     ック内科・腎臓内科 神戸市灘区灘北通５－５－１摩耶常　勤:    1 新規 ②腎臓内科 現存
     クリニックビル１階 (医       1) 平29.10. 1
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  39002,0605,8 高村クリニック 〒657-0846 078-862-9966医療法人社団　高村ク高村　勇貴 平30. 1. 1①内分泌内　内診療所
     神戸市灘区岩屋北町７丁目３－２常　勤:    1リニック　理事長　高 組織変更 分泌外　乳腺外現存
     ＪＲ灘駅ビル３Ｆ (医       1)村　勇貴 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39102,0606,6 亀田マタニティ・レデ〒657-0051 078-822-4188医療法人社団亀田マタ亀田　隆 平30. 1. 1一般 診療所
     ィースクリニック 神戸市灘区八幡町１丁目８番１５常　勤:    2ニティ・レディースク 組織変更     一般     9現存
     号 (医       2)リニック　理事長　亀 平30. 1. 1産婦 
     田　隆
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39202,0607,4 つじリウマチ科内科 〒657-0846 078-806-7557辻　剛 辻　剛 平30. 5. 1内   リウ 診療所
     神戸市灘区岩屋北町七丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     号ＪＲ灘駅ビル　２０２号室 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39302,0608,2 岩城整形外科クリニッ〒657-0835 078-414-8651岩城　公一 岩城　公一 平30. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市灘区灘北通５－５－１摩耶常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39402,0609,0 高倉整形外科クリニッ〒657-0033 078-851-1053医療法人社団　高倉整髙倉　義幸 平30. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 神戸市灘区徳井町５丁目４番２１常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     号 (医       1)事長　髙倉　義幸 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39502,0610,8 かすがのクリニック 〒657-0022 078-857-7060医療法人財団　春日野草野　泰子 平30. 5. 1内   整外 診療所
     神戸市灘区土山町１６番１号 常　勤:    2会　理事長　吉田　泰 その他 現存
     (医       2)昭 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39605,0012,0 三菱神戸病院 〒652-0863 078-671-7705三菱重工業株式会社　佐々木　順子 昭35. 8. 1一般       188病院
     (05,0009,2) 神戸市兵庫区和田宮通６丁目１－常　勤:   34常務執行役員神戸造船 内   心内 外  現存
     ３４ (医      31)所長　船戸　崇 平29. 8. 1整外 形外 皮  
     (歯       3) ひ   婦   眼  
     非常勤:    1 耳い リハ 放  
     (医       1) 歯外 麻   
     ②呼内③循内④
     消内⑤腎内⑦緩
     和ケア内⑨消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39705,0040,1 医療法人　川崎病院 〒652-0042 078-511-3131医療法人　川崎病院　中村　正 昭32.10.17一般       278病院
     (05,0076,1) 神戸市兵庫区東山町３丁目３－１常　勤:   48理事長　田中　二郎 内   外   整外現存
     (医      45) 平29.10.17ひ   婦   眼  
     (歯       3) 耳い 放   麻  
     非常勤:   38 歯外 皮   形外
     (医      37) 臨床 
     (歯       1) 糖分内　血腫内
     　腎内　消内　
     循内　肛外　救
     急　血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39805,0100,3 吉川医院 〒652-0064 吉川　直介 吉川　直介 昭35.10.17内   精   小  診療所
     神戸市兵庫区熊野町４丁目８６ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39905,0155,7 松井医院 〒652-0805 松井　祐隆 松井　祐隆 昭35.10.17内   小   診療所
     神戸市兵庫区羽坂通１丁目１－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40005,0303,3 医療法人　尚生会　湊〒652-0041 078-521-1367医療法人　尚生会　理白井　豊 昭38. 4. 1精神       300病院
     川病院 神戸市兵庫区湊川町３丁目１３－常　勤:   12事長　細見　和代 精   神   現存
     ２０ (医      12) 平29. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40105,0361,1 小林産婦人科医院 〒652-0041 小林　正義 小林　正義 昭41.11. 1一般         4診療所
     神戸市兵庫区湊川町３丁目１０ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40205,0416,3 医療法人仁風会　小原〒652-0032 078-521-1222医療法人仁風会小原病小原　茂次 昭45. 4. 1一般       185病院
     病院 神戸市兵庫区荒田町１丁目９番１常　勤:    4院　理事長　奥野　邦 外   内   整外現存
     ９号 (医       4)男 平30. 4. 1循   消   呼  
     非常勤:  204 放   麻   
     (医     204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40305,0458,5 杉野整形外科医院 〒652-0812 杉野　哲也 杉野　哲也 昭48. 2. 1形外 診療所
     神戸市兵庫区湊町１丁目２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40405,0479,1 中野産婦人科医院 〒652-0047 078-575-8085中野　篤 中野　篤 昭53. 9. 1一般    診療所
     神戸市兵庫区下沢通１丁目３－８常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40505,0485,8 岡田産婦人科 〒652-0032 078-511-0362岡田　祐一 岡田　祐一 昭54. 9. 1一般         5診療所
     神戸市兵庫区荒田町１丁目１４－常　勤:    2 産婦 現存
     １６ (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40605,0487,4 中尾内科 〒652-0804 中尾　栄一 中尾　栄一 昭54.12. 1内   胃   循  診療所
     神戸市兵庫区塚本通４丁目２－１常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40705,0496,5 平原泌尿器科医院 〒652-0041 078-511-6200平原　雄三 平原　雄三 昭56. 6. 1ひ   診療所
     神戸市兵庫区湊川町４丁目８－１常　勤:    1 現存
     ４ー１０５号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40805,0499,9 佐藤内科医院 〒652-0058 078-521-8551佐藤　忠男 佐藤　忠男 昭57. 2. 1内   消   循  診療所
     神戸市兵庫区菊水町１０丁目３９常　勤:    1 リハ 現存
     －２２ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40905,0505,3 茶谷外科、整形外科 〒652-0058 078-511-3311茶谷　廣 茶谷　廣 昭58. 2. 1消   外   整外診療所
     神戸市兵庫区菊水町１０丁目３９常　勤:    1 皮   こう リハ現存
     －２２ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41005,0508,7 楠瀬外科医院 〒652-0873 078-671-5788楠瀬　直孝 楠瀬　直孝 昭58.11.24内   外   小外診療所
     神戸市兵庫区金平町１丁目１９－常　勤:    1 皮   現存
     １５ (医       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41105,0522,8 寺師内科医院 〒652-0058 寺師　克洋 寺師　克洋 昭61. 4. 1内   消   循  診療所
     神戸市兵庫区菊水町４丁目５－１常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41205,0530,1 齊藤医院 〒652-0802 078-575-3174医療法人社団　齋藤医齊藤　清治 昭62. 5. 1内   循   診療所
     神戸市兵庫区水木通１丁目１－２常　勤:    2院　理事長　齊藤　清 現存
     ０ (医       2)治 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41305,0536,8 早稲田内科 〒652-0804 078-575-2051早稲田　則雄 早稲田　則雄 昭62.12. 1内   消   循  診療所
     神戸市兵庫区塚本通６丁目１－３常　勤:    1 現存
     －２０１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41405,0539,2 井上クリニック 〒652-0034 078-576-5335医療法人社団井上クリ井上　秀昭 昭63. 9. 1内   診療所
     神戸市兵庫区西橘通１丁目１－１常　勤:    1ニック　理事長　井上 休止
     (医       1)　秀昭 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41505,0542,6 広瀬クリニック 〒652-0015 078-361-1235医療法人社団広瀬クリ廣瀨　一幸 昭64. 1. 1内   診療所
     神戸市兵庫区下祇園町３２－１１常　勤:    1ニック　理事長　廣瀨 ②消化器内科　現存
     (医       1)　一幸 平28. 1. 1③循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41605,0549,1 家富整形外科・循環器〒652-0804 078-577-0081医療法人社団三進会　李　家富 平元. 8. 1整外 内   循  診療所
     科 神戸市兵庫区塚本通７丁目１－２常　勤:    2理事長　李　家富 リウ リハ 現存
     ０ (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41705,0552,5 東山クリニック 〒652-0042 078-531-0227医療法人社団　平山会姜　臣鎬 平元. 8. 1内   リハ 診療所
     神戸市兵庫区東山町３丁目１－８常　勤:    1　理事長　姜　臣鎬 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41805,0554,1 藤澤眼科医院 〒652-0854 078-671-7111医療法人社団　一直会藤澤　直子 平元. 7.24眼   診療所
     神戸市兵庫区和田崎町３丁目１－常　勤:    1　藤澤眼科医院　理事 現存
     ２０ (医       1)長　藤澤　直子 平28. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41905,0555,8 向井眼科医院 〒652-0822 078-681-9612医療法人社団　向井眼向井　章 平元. 8. 5眼   診療所
     神戸市兵庫区西出町２丁目１５－常　勤:    1科医院　理事長　向井 現存
     ５ (医       1)　章 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42005,0558,2 医療法人社団伊達耳鼻〒652-0804 078-575-2340医療法人社団伊達耳鼻伊達　和宏 平元. 9. 1一般    診療所
     咽喉科医院 神戸市兵庫区塚本通４丁目３－７常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 耳い 現存
     (医       1)伊達　和宏 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42105,0563,2 井上病院 〒652-0046 078-521-0015医療法人社団　大有会藤塚　宜功 平 2. 4. 1療養        56病院
     神戸市兵庫区上沢通３丁目１－４常　勤:    2　理事長　藤塚　有加 内   リハ 放  現存
     (医       1) 平29. 4. 1整外 
     (歯       1) 消化器内科
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42205,0564,0 岩崎内科クリニック 〒652-0047 078-576-3388医療法人社団慧誠会　岩崎　徹 平 2. 6. 1一般    診療所
     神戸市兵庫区下沢通６丁目１－２常　勤:    2理事長　岩崎　徹 内   現存
     ８ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42305,0565,7 医療法人　一輝会　荻〒652-0847 078-681-1213医療法人一輝会　理事荻原　徹 平 2. 8.18一般        60病院
     原みさき病院 神戸市兵庫区切戸町６－２６ 常　勤:    5長　荻原　徹 療養        34現存
     (医       5) 平29. 8.18内   整外 リハ
     非常勤:   23 形外 リウ 脳外
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42405,0566,5 本間医院 〒652-0802 078-577-5005医療法人社団本間医院本間　大介 平 2. 8. 1胃   整外 外  診療所
     神戸市兵庫区水木通１丁目１－１常　勤:    1　理事長　本間　大介 現存
     ２ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42505,0574,9 田中医院 〒652-0008 078-361-3347田中　宏 田中　宏 平 4. 2. 1内   リハ 麻  診療所
     神戸市兵庫区上祇園町３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42605,0575,6 中山眼科医院 〒652-0042 078-521-9102医療法人社団中山眼科中山　伊知郎 平 4. 3. 1一般         6診療所
     神戸市兵庫区東山町１丁目７－１常　勤:    2医院　理事長　中山　 眼   現存
     ３ (医       2)清 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42705,0577,2 西松医院 〒652-0854 西松　央一 西松　央一 平 4. 9. 1内   精   神  診療所
     神戸市兵庫区和田崎町３丁目４－常　勤:    1 現存
     １５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42805,0580,6 森医院 〒652-0803 078-575-3608医療法人社団　昭啓会森　啓行 平 5.12. 1内   小   皮  診療所
     神戸市兵庫区大開通７丁目５－２常　勤:    1　森医院　理事長　森 現存
     ２ (医       1)　啓行 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42905,0583,0 社会医療法人榮昌会　〒652-0803 078-576-2773社会医療法人榮昌会　吉田　泰久 平 6. 3.21一般       139病院
     吉田病院 神戸市兵庫区大開通９丁目２番６常　勤:   12理事長　吉田　泰久 内   外   脳外現存
     号 (医      12) 平30. 3.21リハ 神内 麻  
     非常勤:   14 循環器内科
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43005,0585,5 今井内科医院 〒652-0063 078-575-7512今井　康雄 今井　康雄 平 6. 8. 1内   胃   循  診療所
     神戸市兵庫区夢野町３丁目１３－常　勤:    1 現存
     １３－１０１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43105,0588,9 鬼塚医院 〒652-0047 078-575-6360布施　美恵子 布施　美恵子 平 6.10.15内   眼   診療所
     神戸市兵庫区下沢通１－３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    47 頁

  43205,0594,7 せのお眼科医院 〒652-0058 078-512-3090妹尾　健治 妹尾　健治 平 7. 8. 1眼   診療所
     神戸市兵庫区菊水町６丁目１－２常　勤:    1 現存
     ０グランドプラザ菊水１０５ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43305,0597,0 松原耳鼻咽喉科医院 〒652-0041 078-531-2545松原　隆志 松原　隆志 平 8. 2. 5耳い 診療所
     神戸市兵庫区湊川町５－６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43405,0601,0 海賀医院 〒652-0804 078-575-7811海賀　貴志 海賀　貴志 平 8. 5.17内   小   放  診療所
     神戸市兵庫区塚本通５丁目３－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43505,0602,8 ゆり神経クリニック 〒652-0058 078-511-1313小紫　由利 小紫　由利 平 8. 9. 1精   神   診療所
     神戸市兵庫区菊水町６丁目１－２常　勤:    1 現存
     ０グランドプラザ菊水１０１号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43605,0604,4 清水クリニック 〒652-0805 078-578-3750清水　聡一郎 清水　聡一郎 平 8.10. 1内   胃   整外診療所
     神戸市兵庫区羽坂通４－２－２６常　勤:    1 皮   精   リハ現存
     ヴィレッジレジデンス１階、２階(医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43705,0605,1 更井クリニック 〒652-0815 078-682-8186更井　正和 更井　正和 平 8.11. 1内   精   心内診療所
     神戸市兵庫区三川口町１丁目４－常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43805,0606,9 小林内科医院 〒652-0812 078-578-5488医療法人社団小林内科小林　慶子 平 9. 2. 1内   循   小  診療所
     神戸市兵庫区湊町３丁目１－２６常　勤:    1医院　理事長　小林　 リハ 現存
     (医       1)慶子 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43905,0607,7 片山整形外科 〒652-0058 078-577-1688医療法人社団　片山整片山　武史 平 9. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市兵庫区菊水町６丁目１番２常　勤:    1形外科　理事長　片山 現存
     ０号 (医       1)　武史 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44005,0608,5 秋田クリニック 〒652-0871 078-682-3850秋田　博司 秋田　博司 平 9. 7. 1内   循   整外診療所
     神戸市兵庫区浜山通２－３－１４常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     ハウスアサヒ屋２階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44105,0609,3 三浦医院 〒652-0058 078-521-5304三浦　正博 三浦　正博 平 9. 7.22内   外   皮  診療所
     神戸市兵庫区菊水町６－２－１３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44205,0614,3 鳥羽眼科医院 〒652-0042 078-511-3381鳥羽　幸雄 鳥羽　幸雄 平10. 2. 1眼   診療所
     神戸市兵庫区東山町４丁目８－１常　勤:    1 移動 現存
     神戸東山ビル４階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44305,0615,0 公益財団法人兵庫県予〒652-0897 078-652-5201公益財団法人兵庫県予池窪　勝治 平10. 4. 1内   整外 婦  診療所
     防医学協会健康ライフ神戸市兵庫区駅南通５丁目１－２常　勤:    3防医学協会　会長　石 新規 脳外 放   現存
     プラザ健診センター －３００ (医       3)原　享介 平28. 4. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44405,0616,8 宮内医院 〒652-0803 078-575-4080宮内　伸夫 宮内　伸夫 平10. 4. 1内   小   診療所
     神戸市兵庫区大開通７丁目１－２常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44505,0619,2 はまの医院 〒652-0012 078-512-2247医療法人社団　はまの濱野　聖二 平10. 7. 1内   脳外 診療所
     神戸市兵庫区湊山町７－１０ 常　勤:    1医院　理事長　濱野　 組織変更 現存
     (医       1)聖二 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44605,0621,8 平田医院 〒652-0058 078-521-4703平田　博通 平田　博通 平10. 7.26内   呼   診療所
     神戸市兵庫区菊水町８丁目４－８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44705,0623,4 島上医院 〒652-0833 078-671-2510大竹　義章 大竹　義章 平11. 2. 1内   循   診療所
     神戸市兵庫区島上町１－４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44805,0624,2 芦名医院 〒652-0047 078-575-4600芦名　泰祐 芦名　泰祐 平11. 4. 1内   外   診療所
     神戸市兵庫区下沢通５丁目２－１常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44905,0625,9 松葉内科医院 〒652-0855 078-681-8795松葉　光也 松葉　光也 平11. 5. 1内   診療所
     神戸市兵庫区御崎町２丁目８－７常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45005,0626,7 みなと整形外科クリニ〒652-0046 078-521-0012川部　直巳 川部　直巳 平11.11. 1内   整外 リウ診療所
     ック 神戸市兵庫区上沢通１丁目１－８常　勤:    1 新規 リハ 現存
     グランディール丸文２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45105,0627,5 杉崎皮膚泌尿器科医院〒652-0804 078-578-0929杉崎　瑞昌 杉崎　瑞昌 平12. 1. 1皮ひ 診療所
     神戸市兵庫区塚本通５丁目１－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45205,0628,3 ツユ耳鼻咽喉科クリニ〒652-0042 078-574-5887栗花落　昌和 栗花落　昌和 平12. 2. 1耳い 気食 診療所
     ック 神戸市兵庫区東山町１丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     ２３ウエストパークビル２Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45305,0630,9 武田医院 〒652-0046 078-521-1316医療法人社団武田医院武田　浩一郎 平12. 5. 1胃   内   外  診療所
     神戸市兵庫区上沢通３丁目６－３常　勤:    2　理事長　武田　浩一 組織変更 リハ 現存
     (医       2)郎 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45405,0631,7 たちばなクリニック 〒652-0895 078-681-1765医療法人社団　たちば橘　秀夫 平12. 6. 1外   リハ 循  診療所
     神戸市兵庫区小河通２丁目２－１常　勤:    1なクリニック　理事長 組織変更 呼   現存
     ４ (医       1)　橘　秀夫 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45505,0634,1 松本医院 〒652-0063 078-511-6100医療法人社団松本医院山本　博光 平13. 1. 1内   婦   診療所
     神戸市兵庫区夢野町２丁目１２ 常　勤:    3　理事長　岩井　省三 組織変更 現存
     (医       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45605,0635,8 公益財団法人兵庫県健〒652-0032 078-579-1300公益財団法人兵庫県健熊谷　仁人 平13. 4. 1内   放   消  診療所
     (05,0278,3) 康財団保健検診センタ神戸市兵庫区荒田町２丁目１－１常　勤:    5康財団　理事長　太田 移動 循   呼   歯  現存
     ー ２ (医       5)　稔明 平25. 4. 1外   婦   
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45705,0636,6 高齢者ケアセンターひ〒652-0051 078-612-3335社会福祉法人　神戸福須山　孝次 平13. 5. 1内   外   診療所
     ょうご診療所 神戸市兵庫区里山町１－４８ 常　勤:    1生会　理事長　大和田 新規 現存
     (医       1)　理紗 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45805,0637,4 横山整形外科 〒652-0042 078-521-1100横山　芳信 横山　芳信 平13. 8. 4整外 リウ リハ診療所
     神戸市兵庫区東山町４丁目１－１常　勤:    2 移動 現存
     ０ (医       2) 平25. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45905,0639,0 五明医院 〒652-0804 078-575-1306五明　俊彦 五明　俊彦 平14. 1. 5内   小   診療所
     神戸市兵庫区塚本通２丁目２－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46005,0640,8 せのお医院 〒652-0042 078-515-2755医療法人社団　せのお妹尾　栄治 平14. 1. 1脳外 リハ 神内診療所
     神戸市兵庫区東山町４丁目８－１常　勤:    1医院　理事長　妹尾　 組織変更 現存
     (医       1)栄治 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46105,0641,6 たなか内科クリニック〒652-0061 078-577-2070田中　康敬 田中　康敬 平14. 3. 1内   消   放  診療所
     神戸市兵庫区石井町８丁目１－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46205,0642,4 医療法人社団元気会由〒652-0058 078-521-4000医療法人社団　元気会由井　雄一 平14. 6. 1療養 病院
     井病院 神戸市兵庫区菊水町５丁目２番３常　勤:    2　理事長　由井　雄一 組織変更     療養    59現存
     号 (医       1) 平26. 6. 1内   消   循  
     (薬       1) リハ 放   
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46305,0643,2 いしがみ内科 〒652-0032 078-577-3308石上　博康 石上　博康 平14. 9. 1内   循   呼  診療所
     神戸市兵庫区荒田町４丁目８－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46405,0646,5 木村整形外科 〒652-0047 078-577-1235木村　一雄 木村　一雄 平14.12. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市兵庫区下沢通６丁目２番２常　勤:    2 移動 現存
     号 (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46505,0648,1 ふじい皮ふ科クリニッ〒652-0897 078-682-1241藤井　公男 藤井　公男 平15. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 神戸市兵庫区駅南通５－２－８－常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46605,0650,7 ぬかたクリニック 〒652-0804 078-515-5152額田　成 額田　成 平15.11. 1小   診療所
     神戸市兵庫区塚本通７－１－１安常　勤:    1 新規 現存
     井ビル３階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46705,0653,1 よしかわ内科・神経内〒652-0897 078-651-7370医療法人社団よしかわ吉川　信嘉 平16. 5. 1神内 リハ 内  診療所
     科クリニック 神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３常　勤:    1内科・神経内科クリニ 組織変更 現存
     号兵庫駅南ビル３階 (医       1)ック　理事長　吉川　 平28. 5. 1
     信嘉
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46805,0654,9 ミナト診療所 〒652-0822 078-681-6472島　正彦 島　正彦 平16. 5. 1内   小   診療所
     神戸市兵庫区西出町２丁目１４－常　勤:    2 交代 循環器内科 現存
     ７ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    51 頁

  46905,0657,2 やまもと眼科クリニッ〒652-0832 078-671-0778山本　泰史 山本　泰史 平16. 9. 1眼   診療所
     ク 神戸市兵庫区鍛冶屋町２丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ２０フジマサビル１Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47005,0658,0 長田眼科医院 〒652-0802 078-576-0554長田　温 長田　温 平16.11. 1一般 診療所
     神戸市兵庫区水木通１丁目１－１常　勤:    2 交代     一般     2現存
     １ (医       2) 平28.11. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47105,0659,8 中西内科医院 〒652-0801 078-575-5585医療法人社団中西内科中西　真 平17. 1. 1内   診療所
     神戸市兵庫区中道通７丁目１番１常　勤:    2医院　理事長　中西　 移動 消化器内科 現存
     ３－１０２ (医       2)真 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47205,0662,2 澄川医院 〒652-0047 078-575-1414清水　雅子 清水　雅子 平17. 3. 1皮   アレ 形外診療所
     神戸市兵庫区下沢通３丁目２－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47305,0663,0 小島外科 〒652-0805 078-515-7355小島　善詞 小島　善詞 平17. 4. 1外   胃   診療所
     神戸市兵庫区羽坂通１－１－１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47405,0664,8 宮脇医院 〒652-0012 078-521-7509宮脇　なお 宮脇　尚志 平17. 4. 1内   循   胃  診療所
     神戸市兵庫区湊山町１１－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47505,0667,1 野々垣レディースクリ〒652-0897 078-681-4103野々垣　真佐史 野々垣　真佐史 平17. 6. 1産婦 診療所
     ニック 神戸市兵庫区駅南通１丁目２－３常　勤:    1 新規 現存
     ４兵庫駅前クリニックビル５Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47605,0668,9 淳整形外科 〒652-0897 078-681-8081医療法人社団淳整形外吉川　淳 平17. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３常　勤:    1科　理事長　吉川　淳 組織変更 現存
     号兵庫駅南ビル３階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47705,0670,5 青木皮膚科 〒652-0897 078-651-4112青木　啓真 青木　啓真 平17.10. 1皮   診療所
     神戸市兵庫区駅南通１－２－３４常　勤:    1 新規 現存
     兵庫駅前クリニックビル４Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47805,0674,7 つちやペインクリニッ〒652-0851 078-652-8766土屋　尚久 土屋　尚久 平18. 6. 1麻   心内 内  診療所
     ク 神戸市兵庫区材木町１－１１オル常　勤:    1 新規 現存
     ファビル３Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47905,0675,4 医療法人社団芦名医院〒652-0816 078-575-8080医療法人社団芦名医院芦名　謙介 平18. 6. 1内   消   小  診療所
     神戸市兵庫区永沢町３丁目２番２常　勤:    1　理事長　芦名　謙介 組織変更 皮   現存
     ２号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48005,0676,2 神戸百年記念病院 〒652-0855 078-681-6111医療法人社団　顕鐘会上羽　康之 平18. 7. 1一般 病院
     神戸市兵庫区御崎町１丁目９番１常　勤:   36　理事長　佐野　博志 組織変更     一般   199現存
     号 (医      36) 平24. 7. 1内   精   神  
     非常勤:   72 呼   消   循  
     (医      72) リウ 小   外  
     整外 皮   ひ  
     こう 婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48105,0678,8 ふくいクリニック 〒652-0897 078-685-1230医療法人社団ふくいク福井　博行 平18. 8. 1内   消   こう診療所
     神戸市兵庫区駅南通２丁目２番２常　勤:    1リニック　理事長　福 移動 現存
     ９号 (医       1)井　博行 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48205,0679,6 宗皮膚科 〒652-0042 078-521-1120宗　弘 宗　弘 平18. 9. 1皮   診療所
     神戸市兵庫区東山町３－７－１１常　勤:    2 交代 現存
     島田ビル２Ｆ (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48305,0680,4 彦坂病院 〒652-0035 078-577-6661彦坂　幸治 彦坂　幸治 平18.10. 1一般        44病院
     神戸市兵庫区西多聞通１丁目１－常　勤:    4 移動 ひ   現存
     ２１ (医       4) 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48405,0681,2 菱川医院 〒652-0032 078-511-3361菱川　健一郎 菱川　健一郎 平18.11. 1内   消   小  診療所
     神戸市兵庫区荒田町３－２－１６常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48505,0683,8 深澤耳鼻咽喉科 〒652-0897 078-651-1187深澤　啓二郎 深澤　啓二郎 平19.10. 1耳い アレ 診療所
     神戸市兵庫区駅南通１丁目２－２常　勤:    1 新規 現存
     ４アーバンヴィレッジ兵庫エスタ(医       1) 平25.10. 1
     シオン１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48605,0684,6 川崎重工業㈱兵庫工場〒652-0884 078-682-3152川崎重工業株式会社　坂田　晃一 平19. 9.26内   外   診療所
     健康推進センター 神戸市兵庫区和田山通２丁目１番常　勤:    2取締役社長　金花　芳 移動 現存
     １８号川崎重工業㈱兵庫工場８１(医       2)則 平25. 9.26
     棟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48705,0687,9 奥知外科医院 〒652-0803 078-575-1824医療法人社団渾深会　奥知　博志 平20. 4. 1外   整外 診療所
     神戸市兵庫区大開通８丁目２番２常　勤:    2理事長　奥知　博志 移動 現存
     －１０２号 (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48805,0688,7 眼科有澤クリニック 〒652-0805 078-577-7800医療法人社団　眼科有有澤　忠雄 平20. 6. 1眼   診療所
     神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１常　勤:    2澤クリニック　理事長 組織変更 現存
     号 (医       2)　有澤　忠雄 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48905,0691,1 もりもと内科クリニッ〒652-0058 078-521-1603森本　太郎 森本　太郎 平21. 1. 1内   小   診療所
     ク 神戸市兵庫区菊水町１０丁目９－常　勤:    2 交代 現存
     ２０ (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49005,0694,5 みわ眼科 〒652-0897 078-652-1122三輪　映美子 三輪　映美子 平21. 5. 1眼   診療所
     神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     ４号　兵庫駅前クリニックビル３(医       1) 平27. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49105,0695,2 森本医院 〒652-0898 078-577-2274森本　有里 森本　有里 平22. 4. 1麻   診療所
     神戸市兵庫区駅前通２丁目１－２常　勤:    1 新規 緩和ケア内科 現存
     ９－１３３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49205,0696,0 おかだ整形外科クリニ〒652-0032 078-521-5757岡田　文治 岡田　文治 平22. 5. 1整外 リハ 他  診療所
     ック 神戸市兵庫区荒田町４丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ６シャトラングリーンパーク１Ｆ(医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49305,0697,8 なかむら耳鼻咽喉科 〒652-0898 078-574-1133医療法人社団なかむら中村　雅宏 平23. 2. 1耳い 診療所
     神戸市兵庫区駅前通１丁目２番１常　勤:    2耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       2)中村　雅宏 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49405,0698,6 坂上医院 〒652-0871 078-652-3673医療法人社団坂上医院坂上　庸一郎 平23. 5. 1外   診療所
     神戸市兵庫区浜山通２丁目４番１常　勤:    1　理事長　坂上　庸一 組織変更 ①消化器内科 現存
     ０号 (医       1)郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49505,0701,8 やながわ眼科 〒652-0803 078-576-1575医療法人社団やながわ柳川　俊博 平24. 5. 1眼   診療所
     神戸市兵庫区大開通八丁目２番地常　勤:    1眼科　理事長　柳川　 組織変更 現存
     ２ワコーレザ・神戸ハウス１０８(医       1)俊博 平30. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49605,0702,6 蓮池内科診療所 〒652-0032 078-511-4667蓮池　俊明 蓮池　俊明 平24. 8. 1内   小   循  診療所
     神戸市兵庫区荒田町１丁目５－６常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
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  49705,0704,2 河合医院 〒652-0046 078-512-5888医療法人社団河合医院宮村　欣裕 平25. 8. 6内   放   診療所
     神戸市兵庫区上沢通７丁目２番６常　勤:    1　理事長　宮村　欣裕 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 8. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49805,0705,9 酒井クリニック 〒652-0031 078-521-4830酒井　光彦 酒井　光彦 平25. 6.10内   外   皮  診療所
     神戸市兵庫区雪御所町３－１０ 常　勤:    1 交代 胃腸内科　循環現存
     (医       1) 平25. 6.10器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49905,0706,7 社会医療法人社団　正〒652-0802 078-578-0321社会医療法人社団　正佐古　辰夫 平25. 9. 1一般        71病院
     峰会　神戸ゆうこう病神戸市兵庫区水木通１０丁目１番常　勤:    5峰会　理事長　大山　 その他 外   整外 リハ現存
     院 １２号 (医       5)正 平25. 9. 1内   
     非常勤:   18 循環器内科
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50005,0707,5 大野こころのクリニッ〒652-0897 078-599-6633大野　顕子 大野　顕子 平26. 5. 1心内 精   診療所
     ク 神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     号兵庫駅南ビル２０３号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50105,0710,9 きりづか内科医院 〒652-0898 078-512-0310医療法人社団きりづか切塚　敬治 平26. 5. 1内   診療所
     神戸市兵庫区駅前通１丁目３番２常　勤:    1内科医院　理事長　切 組織変更 消化器内科　糖現存
     ２号 (医       1)塚　敬治 平26. 5. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50205,0711,7 水谷クリニック 〒652-0803 078-575-1080医療法人社団水谷クリ水谷　肇 平26. 7. 1内   呼内 診療所
     神戸市兵庫区大開通２丁目３番２常　勤:    1ニック　理事長　水谷 組織変更 消化器内科 現存
     ２号 (医       1)　肇 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50305,0713,3 田淵神経内科診療所 〒652-0802 078-575-2127田淵　実治郎 田淵　実治郎 平26.11. 1精   神内 内  診療所
     神戸市兵庫区水木通１丁目４－２常　勤:    1 交代 現存
     ９ (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50405,0714,1 みどりクリニック 〒652-0803 078-575-2139医療法人社団せんだん四元　百合子 平26.12. 1内   診療所
     神戸市兵庫区大開通２丁目２番１常　勤:    1会　理事長　四元　百 新規 循環器内科 現存
     号 (医       1)合子 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50505,0715,8 ときた内科クリニック〒652-0042 078-577-7715医療法人社団　ときた 平27. 4. 1内   診療所
     神戸市兵庫区東山町４丁目８－１常　勤:    1内科クリニック 移動 ②消化器内科 現存
     神戸東山ビル１階 (医       1) 平27. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    55 頁

  50605,0716,6 かなたクリニック 〒652-0015 078-351-5335金田　宗也 金田　宗也 平27.11. 1整外 内   リウ診療所
     神戸市兵庫区下祇園町２９－７キ常　勤:    2 新規 神内 現存
     ャッスルハイツ平野１Ｆ　Ａ号 (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50705,0717,4 大塚内科クリニック 〒652-0801 078-511-0748大塚　克則 大塚　克則 平28. 1. 1内   診療所
     神戸市兵庫区中道通７丁目３番３常　勤:    1 移動 現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50805,0718,2 まつだ内科 〒652-0046 078-512-3344医療法人社団　まつだ松田　剛 平28. 3. 1内   呼内 アレ診療所
     神戸市兵庫区上沢通１丁目１番１常　勤:    1内科　理事長　松田　 移動 ②循環器内科 現存
     号 (医       1)剛 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50905,0719,0 たむら整形外科クリニ〒652-0875 078-671-2000医療法人社団栄華会　田村　和哉 平28. 5. 1整外 診療所
     ック 神戸市兵庫区浜中町１丁目７番５常　勤:    1理事長　田村　和哉 組織変更 現存
     －１０５号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51005,0720,8 クリニック 〒652-0803 078-578-0666 　正孝 　正孝 平28. 5. 1皮   形外 診療所
     神戸市兵庫区大開通７丁目３－８常　勤:    1 交代 現存
     －２０１ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51105,0721,6 清風神経クリニック 〒652-0046 078-575-7035寺島　喜代治 寺島　喜代治 平28. 8. 1精   心内 診療所
     神戸市兵庫区上沢通１丁目１番１常　勤:    1 移動 現存
     号信栄商事ビル３Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51205,0722,4 やまの泌尿器科 〒652-0805 078-578-2525山野　潤 山野　潤 平29. 5. 1ひ   診療所
     神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号兵庫駅前ビル１０１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51305,0723,2 德川眼科クリニック 〒652-0047 078-575-7836德川　芳樹 德川　芳樹 平29. 6. 1眼   診療所
     神戸市兵庫区下沢通３丁目１－２常　勤:    1 移動 現存
     ５グロウメディカルビル４階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51405,0724,0 リヒト・ファミリー眼〒652-0844 078-381-8034橘　理人 橘　理人 平29. 9. 1眼   診療所
     科 神戸市兵庫区中之島２丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     イオンモール神戸南３Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51505,0725,7 谷本耳鼻咽喉科 〒652-0047 078-579-4133医療法人社団　谷本耳谷本　均 平30. 1. 4耳い アレ 診療所
     神戸市兵庫区下沢通３丁目１番２常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　谷 組織変更 現存
     ５号グロウメディカルビル２０１(医       1)本　均 平30. 1. 4
     号室
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  51605,0727,3 ひだかクリニック　乳〒652-0804 078-531-5055日髙　敏晴 日髙　敏晴 平30. 4. 1外   診療所
     腺・消化器外科 神戸市兵庫区塚本通７丁目２番１常　勤:    1 新規 乳腺外科、消化現存
     ７－１０１号 (医       1) 平30. 4. 1器外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51706,0227,2 医療法人楠和会　公文〒653-0021 078-652-3201医療法人楠和会　理事大宮　英寿 昭36. 8. 1一般        60病院
     病院 神戸市長田区梅ケ香町１丁目１２常　勤:    3長　平瀬　明彦 療養        51現存
     －７ (医       3) 平24. 8. 1内   小   整外
     非常勤:   10 アレ 
     (医      10) 消内　漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51806,0339,5 辻本産婦人科医院 〒653-0036 辻本　ヒロ 辻本　ヒロ 昭45. 4. 1産婦 診療所
     神戸市長田区腕塚町７丁目５－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51906,0357,7 松田眼科医院 〒653-0022 松田　弘子 松田　弘子 昭49. 1. 4眼   診療所
     神戸市長田区東尻池町２丁目５－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52006,0359,3 清水医院 〒653-0022 清水　秀祐 清水　秀祐 昭49. 2.16皮   診療所
     神戸市長田区東尻池町２丁目６－常　勤:    1 現存
     ２２ (医       1) 平28. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52106,0364,3 神戸医療生活協同組合〒653-0041 078-641-6211神戸医療生活協同組合上田　耕蔵 昭49.11. 1一般       119病院
     　神戸協同病院 神戸市長田区久保町２丁目４－７常　勤:   14　理事長　道上　哲也 療養        48現存
     (医      14) 平28.11. 1内   呼内 脳内
     非常勤:   41 外   整外 皮  
     (医      41) 精   リハ 放  
     病理 
     消化器内循環器
     内内分泌内人工
     透析内肛門外緩
     和ケア内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52206,0365,0 土屋小児科医院 〒653-0881 078-531-6282土屋　さなえ 土屋　さなえ 昭50. 6. 1内   小   診療所
     神戸市長田区滝谷町３丁目４－１常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52306,0368,4 大西医院 〒653-0004 大西　則男 大西　則男 昭51. 3. 1内   外   皮  診療所
     神戸市長田区四番町２－１８ 常　勤:    1 麻   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52406,0377,5 神戸医療生協　番町診〒653-0011 078-577-1281神戸医療生活協同組合松岡　泰夫 昭53. 8. 1内   皮   診療所
     療所 神戸市長田区三番町２丁目６－３常　勤:    1　理事長　道上　哲也 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52506,0397,3 岩本医院 〒653-0831 岩本　守雄 岩本　守雄 昭57. 9. 1内   小   放  診療所
     神戸市長田区蓮宮通３丁目５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52606,0425,2 長田整形外科 〒653-0004 078-575-3030長田　正憲 長田　正憲 昭62.12. 1整外 診療所
     神戸市長田区四番町６丁目２－２常　勤:    1 現存
     北野ビル３階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52706,0427,8 神戸朝日病院 〒653-0801 078-612-5151金　守良 金　守良 昭63. 4. 1一般       134病院
     神戸市長田区房王寺町３丁目５－常　勤:    6 内   神内 循  現存
     ２５ (医       6) 平30. 4. 1脳外 外   整外
     非常勤:   39 呼   こう リハ
     (医      39) 放   消   ひ  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52806,0432,8 谷口外科整形外科 〒653-0811 078-642-2183桜井　誠 桜井　誠 平元. 2. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市長田区大塚町７丁目１－５常　勤:    1 リウ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52906,0441,9 高橋耳鼻咽喉科医院 〒653-0004 078-575-1966医療法人社団　髙橋耳髙橋　將範 平元. 8. 1耳い 診療所
     神戸市長田区四番町７丁目６－３常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　髙橋　將範 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53006,0449,2 吉田クリニック 〒653-0843 078-621-8523吉田　裕 吉田　裕 平 2. 3. 1呼   胃   放  診療所
     神戸市長田区御屋敷通３丁目１－常　勤:    1 現存
     ３４サンタウンアコルデ３階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53106,0452,6 志水医院 〒653-0812 078-691-2010医療法人社団　志水医志水　賢一郎 平 2. 3. 1耳い 診療所
     神戸市長田区長田町１丁目３－２常　勤:    2院　理事長　志水　賢 現存
     ４－２１１ (医       2)一郎 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53206,0453,4 早川整形外科クリニッ〒653-0843 078-621-7607竹吉　啓 竹吉　啓 平 2. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市長田区御屋敷通３丁目１－常　勤:    1 現存
     ３４ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53306,0454,2 倉田整形外科 〒653-0037 078-691-5757倉田　順弘 倉田　順弘 平 2. 8. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市長田区大橋町５丁目３－４常　勤:    1 現存
     シティパレス新長田２階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53406,0461,7 岡田泌尿器科 〒653-0004 078-575-3888岡田　泰長 岡田　泰長 平 3. 8. 1ひ   診療所
     神戸市長田区四番町６丁目２－２常　勤:    1 現存
     北野ビル４階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53506,0462,5 適寿リハビリテーショ〒653-0876 078-612-5533医療法人社団康人会　小橋　紀之 平 3. 9. 1一般       110病院
     ン病院 神戸市長田区花山町２丁目１１－常　勤:    4理事長　公文　敦 リハ 内   小  現存
     ３２ (医       4) 平24. 9. 1アレ 
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53606,0463,3 上本整形外科 〒653-0043 078-631-7141医療法人社団上本整形上本　光秀 平 3. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市長田区駒ヶ林町１丁目１７常　勤:    1外科　理事長　上本　 現存
     －１８ (医       1)光秀 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53706,0465,8 濵田医院 〒653-0037 078-731-7151濵田　暁民 濵田　暁民 平 3.11. 1外   整外 内  診療所
     神戸市長田区大橋町１０丁目１－常　勤:    1 胃   リハ 現存
     ２７浜田ビル２Ｆ２０４ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53806,0467,4 島崎内科クリニック 〒653-0856 078-611-6200島崎　孝一 島崎　孝一 平 4. 2. 1内   小   診療所
     神戸市長田区高取山町１丁目４－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53906,0470,8 くじめ内科 〒653-0032 078-682-0123久次米　健市 久次米　健市 平 4. 5. 1内   循   診療所
     神戸市長田区苅藻通３丁目５－７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54006,0474,0 小高内科医院 〒653-0844 078-612-4644小高　正裕 小髙　正裕 平 4. 8. 1内   循   診療所
     神戸市長田区西代通１丁目１－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54106,0475,7 金井眼科医院 〒653-0845 078-611-0100金井　清和 金井　清和 平 4. 8. 1一般         2診療所
     神戸市長田区戸崎通２丁目８－２常　勤:    1 眼   現存
     ３ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54206,0477,3 魚本耳鼻咽喉科 〒653-0854 078-641-1187魚本　雄二郎 魚本　雄二郎 平 4.10. 1耳い 診療所
     神戸市長田区平和台町２丁目１－常　勤:    1 現存
     ２５ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54306,0480,7 三宅神経内科医院 〒653-0037 078-631-7457医療法人社団　三宅神三宅　敏雄 平 5. 6. 1精   神内 診療所
     神戸市長田区大橋町４丁目４－１常　勤:    1経内科医院　理事長　 現存
     ７ (医       1)三宅　敏雄 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54406,0485,6 細野クリニック 〒653-0812 078-691-3090細野　進 細野　進 平 5.12. 1消   胃   こう診療所
     神戸市長田区長田町２丁目２－１常　勤:    1 外   麻   皮  現存
     サンドール北館２階 (医       1) 平29.12. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54506,0486,4 奥平眼科医院 〒653-0022 078-671-3700医療法人社団　奥平眼奥平　晃久 平 6. 1. 1眼   診療所
     神戸市長田区東尻池町２丁目９－常　勤:    1科医院　理事長　奥平 現存
     １０ (医       1)　晃久 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54606,0488,0 馬場神経内科 〒653-0016 078-577-8822医療法人社団　馬場医馬場　修 平 6. 6. 1内   精   神  診療所
     神戸市長田区北町２丁目６４ 常　勤:    1院　理事長　馬場　修 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54706,0491,4 藤永眼科 〒653-0801 078-691-5705藤永　博 藤永　博 平 6. 9. 1眼   診療所
     神戸市長田区房王寺町７丁目１２常　勤:    1 現存
     －１０ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54806,0493,0 高田小児科内科医院 〒653-0811 078-691-5430高田　郁也 高田　郁也 平 6. 9.22内   小   診療所
     神戸市長田区大塚町９丁目３－１常　勤:    1 現存
     ７ (医       1) 平24. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54906,0498,9 たなか皮フ科形成外科〒653-0004 078-579-2230田中　靖 田中　靖 平 7. 7. 1形外 皮   診療所
     神戸市長田区四番町６丁目２－２常　勤:    1 現存
     北野ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55006,0514,3 八坂外科胃腸科医院 〒653-0003 078-576-8178医療法人社団八坂外科八坂　陽一郎 平 9. 2. 1外   整外 胃  診療所
     神戸市長田区五番町３丁目１０－常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 麻   放   休止
     ３２－００１ (医       1)八坂　陽一郎 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55106,0515,0 東神経内科 〒653-0003 078-576-8173医療法人社団東神経内東　博文 平 9. 2. 1内   精   神  診療所
     神戸市長田区五番町３丁目１０－常　勤:    2科　理事長　東　博文 現存
     ３２－３ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55206,0517,6 耳鼻咽喉科木村医院 〒653-0042 078-643-2570木村　純平 木村　純平 平10. 1. 1耳い アレ 気食診療所
     神戸市長田区二葉町４丁目５－１常　勤:    2 交代 現存
     １ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55306,0519,2 志伊内科医院 〒653-0004 078-577-2340志伊　光瑞 志伊　光瑞 平10. 4. 1内   診療所
     神戸市長田区四番町６丁目２－２常　勤:    1 交代 現存
     北野ビル５階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55406,0520,0 かなたに診療所 〒653-0875 078-641-1718金谷　佳代子 金谷　佳代子 平10. 5. 1小   内   診療所
     神戸市長田区丸山町２丁目１－２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55506,0522,6 末永クリニック 〒653-0036 078-643-3750末永　直人 末永　直人 平10. 9. 1内   整外 循  診療所
     神戸市長田区腕塚町４丁目２－１常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     フェニーチェ神戸１階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55606,0524,2 神戸医療生活協同組合〒653-0853 078-611-3681神戸医療生活協同組合木村　彰宏 平10. 9. 1内   小   皮  診療所
     いたやどクリニック 神戸市長田区庄山町１丁目９－１常　勤:    4　理事長　道上　哲也 その他 放   循   消  現存
     ２ (医       4) 平28. 9. 1呼   
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55706,0526,7 神戸市総合療育センタ〒653-0875 078-646-5291神戸市長　久元　喜造吉岡　三恵子 平11. 5.15小   整外 耳い診療所
     ー診療所 神戸市長田区丸山町２丁目３ー５常　勤:    1 新規 精   現存
     ０ (医       1) 平29. 5.15
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55806,0530,9 たかとり診療所 〒653-0052 078-731-3583医療法人社団　たかと田中　力 平12. 1. 1内   消   放  診療所
     神戸市長田区海運町３丁目４－５常　勤:    1り診療所　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)中　力 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55906,0531,7 やましたクリニック 〒653-0014 078-575-7116山下　健東 山下　健東 平12. 2. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市長田区御蔵通２－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ウイング神戸１階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56006,0534,1 鈴木診療所 〒653-0022 078-682-2661医療法人社団鈴木診療鈴木　啓文 平12. 5. 1内   胃   リハ診療所
     神戸市長田区東尻池町３丁目１－常　勤:    1所　理事長　鈴木　啓 組織変更 現存
     ２ (医       1)文 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56106,0536,6 すみこ内科・循環器科〒653-0055 078-737-1688川上　澄子 川上　澄子 平12. 6. 1内   循   診療所
     神戸市長田区浪松町２丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ９藤原ビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  56206,0537,4 宮﨑クリニック 〒653-0037 078-733-6776医療法人社団　宮﨑ク宮﨑　隆吉 平12. 6. 1精   心内 診療所
     神戸市長田区大橋町１０丁目１－常　勤:    1リニック　理事長　宮 組織変更 現存
     ２７ (医       1)﨑　隆吉 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56306,0538,2 藤山クリニック 〒653-0811 078-691-7060吉田　邁 吉田　邁 平12. 7. 1内   循   呼  診療所
     神戸市長田区大塚町３丁目１－１常　勤:    1 交代 現存
     ６ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56406,0540,8 朝日診療所 〒653-0834 078-643-3686医療法人社団朝日診療姜　京富（斉藤富男）平12.11. 1内   小   胃  診療所
     神戸市長田区川西通２丁目３－１常　勤:    1所　理事長　姜　京富 移動 リハ 外   整外現存
     (医       1) 平24.11. 1放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56506,0541,6 江原内科クリニック 〒653-0843 078-621-7575医療法人社団江原内科江原　重幸 平13. 1. 1内   診療所
     神戸市長田区御屋敷通３丁目１－常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ３４ (医       2)江原　重幸 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56606,0553,1 内科・呼吸器科長谷川〒653-0811 078-691-0115長谷川　幹 長谷川　幹 平13.10. 1内   呼   診療所
     医院 神戸市長田区大塚町５丁目１－２常　勤:    2 移動 現存
     １ (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56706,0554,9 宮島医院 〒653-0841 078-611-4155医療法人社団　宮島医宮嶋　兵次郎 平13.11. 1内   小   診療所
     神戸市長田区松野通１丁目１１－常　勤:    1院　理事長　宮嶋　兵 移動 休止
     １ (医       1)次郎 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56806,0555,6 まつだ眼科クリニック〒653-0003 078-575-3198医療法人社団まつだ眼松田　弘之 平14. 1. 1眼   診療所
     神戸市長田区五番町８－１－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　松田　弘之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56906,0556,4 北川整形外科 〒653-0812 078-691-8111医療法人社団北川整形北川　宏行 平14. 1. 1整外 リハ 診療所
     神戸市長田区長田町２丁目２－１常　勤:    1外科　理事長　北川　 組織変更 現存
     サンドール長田北館２階 (医       1)宏行 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57006,0559,8 梅田医院 〒653-0831 078-691-1940梅田　幸久 梅田　幸久 平14. 7. 1内   小   診療所
     神戸市長田区蓮宮通４丁目１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57106,0565,5 前田内科診療所 〒653-0039 078-611-2121前田　重一郎 前田　重一郎 平14.11. 7内   呼   診療所
     神戸市長田区日吉町２丁目１－２常　勤:    1 移動 現存
     －１０５ (医       1) 平26.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57206,0566,3 医療法人社団　清春会〒653-0872 078-647-3288医療法人社団　清春会山本　京香 平14.12. 1内   整外 リハ診療所
     　あけぼのクリニック神戸市長田区大日丘町３丁目２番常　勤:    1　理事長　春日　慎一 新規 現存
     １号 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57306,0567,1 福井クリニック 〒653-0836 078-612-0101福井　俊彦 福井　俊彦 平14.12. 1消   循   内  診療所
     神戸市長田区神楽町６丁目９－１常　勤:    2 移動 眼   現存
     ０小山ビル２階 (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57406,0574,7 王内科医院 〒653-0022 078-671-1659王　朝成 王　朝成 平16. 1. 1内   診療所
     神戸市長田区東尻池町４丁目１１常　勤:    2 交代 休止
     －１３ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57506,0577,0 星野医院 〒653-0037 078-641-5005星野　邦男 星野　邦男 平16. 3. 5外   整外 麻  診療所
     神戸市長田区大橋町４丁目４番９常　勤:    1 移動 現存
     －２０４ (医       1) 平28. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57606,0578,8 オギノ医院 〒653-0037 078-642-3923荻野　文章 荻野　文章 平16. 3.15内   小   婦  診療所
     神戸市長田区大橋町４丁目４－９常　勤:    2 移動 現存
     －２０５ (医       2) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57706,0579,6 新長田クリニック 〒653-0836 078-647-3131小東　竜二 小東　竜二 平16. 4. 1内   神内 リハ診療所
     神戸市長田区神楽町２丁目３－１常　勤:    1 交代 現存
     丸鹿ビル１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57806,0580,4 にしざき内科消化器科〒653-0004 078-531-0750西崎　浩 西崎　浩 平16. 6. 1内   消   診療所
     神戸市長田区四番町７－２７長田常　勤:    1 新規 現存
     綜合ビル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57906,0583,8 田村整形外科 〒653-0841 078-611-4711田村　功 田村　功 平16. 8. 1整外 リハ 麻  診療所
     神戸市長田区松野通２丁目５－２常　勤:    1 移動 現存
     ６ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58006,0584,6 のぞみ耳鼻咽喉科 〒653-0037 078-611-8733医療法人社団のぞみ耳小西　保伯 平16.11.22耳い アレ 診療所
     神戸市長田区大橋町６丁目１番１常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　小 移動 現存
     －２１５号アスタプラザウエスト(医       1)西　保伯 平28.11.22
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  58106,0586,1 木南医院 〒653-0037 078-621-7243医療法人社団木南医院木南　正樹 平16.12. 1ひ   皮   内  診療所
     神戸市長田区大橋町６丁目１－１常　勤:    1　理事長　木南　正樹 移動 現存
     －２０３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58206,0587,9 田中診療所 〒653-0036 078-612-5068田中　孝明 田中　孝明 平16.12. 1内   リハ 診療所
     神戸市長田区腕塚町８丁目４－１常　勤:    1 移動 現存
     ３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58306,0588,7 田渕クリニック 〒653-0038 078-641-9877医療法人社団田渕クリ寺本　和弘 平17. 1. 4耳い 診療所
     神戸市長田区若松町４丁目２－９常　勤:    2ニック　理事長　寺本 移動 現存
     アスタピア新長田エスタガーデン(医       2)　和弘 平29. 1. 4
     ２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58406,0589,5 髙木内科 〒653-0043 078-611-4044医療法人社団　髙木内髙木　潔 平17. 2. 1内   小   胃  診療所
     神戸市長田区駒ケ林町１丁目１６常　勤:    1科　理事長　髙木　潔 組織変更 現存
     番１３号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58506,0591,1 本山整形外科 〒653-0055 078-733-0822医療法人社団　本山整本山　典哉 平17. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市長田区浪松町２丁目２番１常　勤:    1形外科　理事長　本山 組織変更 現存
     ９号藤原ビル１階 (医       1)　典哉 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58606,0593,7 劉皮膚科 〒653-0039 078-612-0606劉　富民 劉　富民 平17. 3. 1皮   診療所
     神戸市長田区日吉町４丁目７番８常　勤:    1 移動 現存
     号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58706,0596,0 山本クリニック 〒653-0841 078-643-4110山本　貴敏 山本　貴敏 平17. 6. 1外   他   診療所
     神戸市長田区松野通２丁目２－３常　勤:    1 新規 現存
     ４第一興陽ビル３Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58806,0597,8 ことしろクリニック 〒653-0003 078-578-0671医療法人社団随縁会こ印部　亮助 平17. 6. 1精   心内 診療所
     神戸市長田区五番町７丁目３番１常　勤:    1としろクリニック　理 組織変更 現存
     －２０１ (医       1)事長　印部　亮助 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58906,0599,4 永田診療所 〒653-0043 078-611-4811医療法人社団永田診療永田　浩一 平17. 7. 1内   小   皮  診療所
     神戸市長田区駒ケ林町５丁目１０常　勤:    1所　理事長　永田　浩 組織変更 リハ 現存
     番１７号 (医       1)一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59006,0601,8 こうづきメンタルクリ〒653-0841 078-612-4511上月　清司 上月　清司 平17.10. 1精   心内 診療所
     ニック 神戸市長田区松野通２－２－３４常　勤:    1 新規 現存
     第一興陽ビル２Ｆ (医       1) 平29.10. 1
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  59106,0603,4 松浦クリニック 〒653-0038 078-646-8405医療法人社団　松浦ク松浦　俊彦 平18. 3. 1胃   循   外  診療所
     神戸市長田区若松町３丁目１－２常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     アスタピア新長田１０１－１ (医       1)浦　俊彦 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59206,0604,2 丹家外科・整形外科 〒653-0015 078-578-5121丹家　明 丹家　明 平18.11. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市長田区菅原通４丁目２０５常　勤:    1 移動 現存
     番地の１６ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59306,0605,9 東田外科胃腸科 〒653-0843 078-621-5185東田　武 東田　武 平19. 1. 1外   内   整外診療所
     神戸市長田区御屋敷通２丁目５－常　勤:    2 交代 胃   現存
     １４ (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59406,0607,5 こども　クリニック　〒653-0843 078-612-5000関　聖史 関　聖史 平19. 6. 1小   小外 診療所
     Ｓｅｋｉ 神戸市長田区御屋敷通３丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３４号サンタウンアコルデ２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59506,0608,3 おかばやし内科医院 〒653-0015 078-579-8275岡林　孝直 岡林　孝直 平19. 9. 1内   循   診療所
     神戸市長田区菅原通四丁目２０２常　勤:    1 新規 現存
     番地の３キクヤ第２ビル　２Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59606,0610,9 カネモリ眼科形成外科〒653-0841 079-611-1007兼森　良和 兼森　良和 平20. 5. 1眼   形外 美外診療所
     クリニック 神戸市長田区松野通２－２－３４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59706,0612,5 川田外科胃腸科 〒653-0024 078-672-6330医療法人社団　川田外川田　哲己 平20. 8. 1外   内   整外診療所
     神戸市長田区浜添通２丁目１－７常　勤:    1科胃腸科　理事長　川 移動 胃腸外科 現存
     (医       1)田　哲己 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59806,0613,3 神戸市立医療センター〒653-0013 078-576-5251地方独立行政法人神戸有井　滋樹 平21. 4. 1一般 病院
     (06,0260,9) 西市民病院 神戸市長田区一番町２丁目４番地常　勤:   90市民病院機構　理事長 交代     一般   358現存
     (医      87)　橋本　信夫 平27. 4. 1内   呼内 他  
     (歯       3) 神内 小   外  
     非常勤:   34 呼外 整外 皮  
     (医      33) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い 放   歯外
     麻   精   リハ
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59906,0615,8 飯村内科 〒653-0886 078-621-7533飯村　六十四 飯村　六十四 平22. 4. 1内   診療所
     神戸市長田区東丸山町１０番５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60006,0616,6 医療法人社団のせ小児〒653-0004 078-575-4865医療法人社団のせ小児野瀬　まどか 平22. 5. 1小   診療所
     科クリニック 神戸市長田区四番町七丁目２７ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　野瀬　宰 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60106,0618,2 アキヨシ整形外科 〒653-0854 078-691-3761尾林　朋子 尾林　朋子 平23. 1. 1一般 診療所
     神戸市長田区平和台町１丁目１－常　勤:    1 交代     一般    19現存
     ２１ (医       1) 平29. 1. 1整外 麻   リハ
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60206,0619,0 乗金耳鼻咽喉科医院 〒653-0041 078-611-4055中村　陽子 中村　陽子 平23. 1. 1耳い 診療所
     神戸市長田区久保町４－１－１５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60306,0620,8 毛利眼科・西神戸クリ〒653-0811 078-612-3910医療法人社団毛利眼科小槌　育美 平23. 3. 1眼   他   診療所
     ニック 神戸市長田区大塚町１丁目８番１常　勤:    1　理事長　毛利　祐介 新規 現存
     １号プレノ長田１階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60406,0621,6 あかうら整形外科 〒653-0015 078-767-7777赤浦　潤也 赤浦　潤也 平23. 6. 1整外 リハ 診療所
     神戸市長田区菅原通４丁目２０２常　勤:    1 新規 現存
     －３キクヤ第２ビル１Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60506,0622,4 仁木医院 〒653-0037 078-611-1388仁木　健雄 仁木　健雄 平23. 4.28内   小   診療所
     神戸市長田区大橋町６丁目１－１常　勤:    1 交代 現存
     －２０２ (医       1) 平29. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60606,0623,2 美馬クリニック 〒653-0811 078-612-3850美馬　稔治 美馬　稔治 平24. 1. 1内   整外 消  診療所
     神戸市長田区大塚町１丁目８－１常　勤:    1 移動 皮   現存
     １プレノ長田２階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60706,0624,0 みちもとレディースク〒653-0022 078-671-4050澤田　啓子 澤田　啓子 平24. 1. 1産婦 診療所
     リニック 神戸市長田区東尻池町２丁目３－常　勤:    2 その他 現存
     １６ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60806,0625,7 堀川クリニック 〒653-0833 078-647-3060医療法人社団　堀川ク堀川　聖三郎 平24. 2. 1内   他   診療所
     神戸市長田区大道通４丁目１０２常　勤:    1リニック　理事長　堀 組織変更 現存
     番地の１ (医       1)川　聖三郎 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60906,0626,5 新長田眼科病院 〒653-0036 078-631-1010医療法人社団　新長田山中　弘光 平24. 2. 1一般 病院
     神戸市長田区腕塚町４－１－１３常　勤:    5眼科病院　理事長　山 その他     一般    20現存
     (医       5)中　弘光 平30. 2. 1眼   
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61006,0627,3 医療法人社団　井上医〒653-0883 078-691-0575医療法人社団井上医院井上　寧 平24. 5. 1内   診療所
     院 神戸市長田区名倉町一丁目１番３常　勤:    1　理事長　井上　寧 組織変更 消化器内科 現存
     ２号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61106,0628,1 小松クリニック 〒653-0855 078-621-2992近藤　佳典 近藤　佳典 平25. 7. 1内   診療所
     神戸市長田区長尾町２丁目３－５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61206,0629,9 ひらせアレルギー・こ〒653-0836 078-646-2131医療法人　楠和会　理平瀬　明彦 平26. 3. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 神戸市長田区神楽町５丁目３番４常　勤:    1事長　平瀬　明彦 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61306,0630,7 あんどう内科 〒653-0842 078-611-7582安藤　健治 安藤　健治 平26. 5. 1内   診療所
     神戸市長田区水笠通４丁目４番１常　勤:    1 その他 胃腸内科 現存
     ９号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61406,0631,5 医療法人社団　十善会〒653-0042 078-641-2424医療法人社団　十善会野瀬　範久 平26. 8. 1療養        60病院
     　野瀬病院 神戸市長田区二葉町５丁目１－３常　勤:    8　理事長　野瀬　惟清 移動 一般        30現存
     ６ (医       8) 平26. 8. 1整外 ひ   内  
     非常勤:   12 外   皮   リハ
     (医      12) 麻   
     循環器内科　腎
     臓内科（人工透
     析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61506,0632,3 松井内科医院 〒653-0836 078-691-6430医療法人社団　聖光会松井　可奈 平27. 6. 1内   アレ リウ診療所
     神戸市長田区神楽町５丁目３－２常　勤:    1　理事長　松井　可奈 移動 ②循環器内科　現存
     ０－１０１ (医       1) 平27. 6. 1老年精神科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61606,0633,1 たにぐち皮フ科アレル〒653-0038 078-612-4112医療法人社団裕心会谷谷口　幸司 平27. 8. 1皮   アレ 診療所
     ギー科 神戸市長田区若松町４丁目２番９常　勤:    1口クリニック　理事長 組織変更 現存
     －１０２ (医       1)　谷口　幸司 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61706,0634,9 山本医院 〒653-0806 078-621-3700山本　克也 山本　克也 平27. 8. 1内   診療所
     神戸市長田区大丸町３－１２－２常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61806,0636,4 国富医院 〒653-0036 078-691-1333國富　厚宏 國富　厚宏 平28. 4. 1内   神内 診療所
     神戸市長田区腕塚町６－１－１５常　勤:    1 その他 ③消化器内科 現存
     －１０３ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61906,0637,2 富士クリニック 〒653-0002 078-575-5577医療法人社団孝尽会　今村　一陽 平29. 1. 1内   外   診療所
     神戸市長田区六番町五丁目２番１常　勤:    1理事長　亀田　潤 新規 透析内科 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62006,0638,0 丸山病院 〒653-0875 078-642-1031医療法人社団　丸山病三木　誠 平29. 3. 1療養       105病院
     神戸市長田区丸山町３丁目４番２常　勤:    2院　理事長　三木　誠 組織変更 内   外   整外現存
     ２号 (医       2) 平29. 3. 1放   小   
     非常勤:   17 胃腸内科　肛門
     (医      17) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62106,0639,8 適寿クリニック 〒653-0813 078-647-7927医療法人社団康人会　大津　浩 平29.11. 1内   診療所
     神戸市長田区宮川町１丁目２６番常　勤:    1理事長　公文　敦 新規 現存
     地の５ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62206,0640,6 医療法人社団十善会　〒653-0041 078-631-0556医療法人社団十善会　野瀬　惟清 平30. 2. 1整外 ひ   内  診療所
     野瀬まごころ診療所 神戸市長田区久保町３丁目９－７常　勤:    2理事長　野瀬　惟清 新規 外   リハ 形外現存
     (医       2) 平30. 2. 1循環器内科　腎
     非常勤:    8 臓内科（人工透
     (医       8) 析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    68 頁

  62306,0641,4 関医院 〒653-0801 078-611-3330関　保道 関　保道 平30. 4. 1内   小   診療所
     神戸市長田区房王寺町７丁目１２常　勤:    2 交代 消化器内科、循現存
     番９号 (医       2) 平30. 4. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62406,0642,2 コこころのクリニック〒653-0843 078-611-8030高　富栄 高　富栄 平30. 4. 1精   心内 診療所
     神戸市長田区御屋敷通３丁目２番常　勤:    2 その他 現存
     ８号サンタウンアコルデ２階 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62506,0643,0 ふじしま耳鼻咽喉科ク〒653-0843 078-646-8033医療法人社団　ふじし藤島　禎弘 平30. 5. 1耳い アレ 診療所
     リニック 神戸市長田区御屋敷通３－１－３常　勤:    1ま耳鼻咽喉科クリニッ 組織変更 現存
     ４サンタウンアコルデ２Ｆ (医       1)ク　理事長　藤島　禎 平30. 5. 1
     弘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62607,0086,0 医療法人一高会　野村〒654-0055 078-731-6471医療法人　一高会　理野村　高二 昭35. 7. 1一般       116病院
     海浜病院 神戸市須磨区須磨浦通２丁目１－常　勤:    7事長　野村　高二 療養        60現存
     ４１ (医       7) 平29. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   17 放   皮   ひ  
     (医      17) 循   消   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62707,0129,8 前田外科医院 〒654-0121 前田　冨士夫 前田　冨士夫 昭43. 6. 1一般         5診療所
     神戸市須磨区妙法寺池町９５８ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62807,0141,3 目黒医院 〒654-0113 目黒　澄雄 目黒　澄雄 昭46. 1. 1内   胃   外  診療所
     神戸市須磨区緑が丘２丁目２５－常　勤:    1 整外 放   現存
     １６ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62907,0160,3 南木医院 〒654-0003 078-732-2872南木　伸一 南木　伸一 昭48.12. 1内   小   リハ診療所
     神戸市須磨区神撫町１丁目３－１常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63007,0168,6 東田医院 〒654-0075 078-734-6616東田　一夫 東田　一夫 昭49.11. 1内   循   小  診療所
     神戸市須磨区潮見台町５丁目３－常　勤:    1 現存
     ５－２１６ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63107,0187,6 石井医院 〒654-0081 石井　明憲 石井　明憲 昭53. 8. 1一般        18診療所
     神戸市須磨区高倉台１丁目７－１常　勤:    1 胃   外   現存
     ７ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63207,0196,7 柴原眼科 〒654-0154 078-791-8800柴原　栄 柴原　栄 昭54.10. 1眼   診療所
     神戸市須磨区中落合２丁目２－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63307,0201,5 井上放射線科 〒654-0154 078-793-1333井上　健次郎 井上　健次郎 昭54.10. 1呼   胃   放  診療所
     神戸市須磨区中落合２丁目２－５常　勤:    1 現存
     名谷センタービル３Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63407,0205,6 医療法人　八十嶋病院〒654-0012 078-731-3151医療法人　八十嶋病院八十嶋　晶 昭55. 5. 1療養        40病院
     神戸市須磨区飛松町５丁目２－１常　勤:    3　理事長　八十嶋　凉 内   放   呼  現存
     (医       3)子 平28. 5. 1循   消   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63507,0209,8 羽渓医院 〒654-0081 羽渓　肇 羽渓　肇 昭56. 1. 1内   循   小  診療所
     神戸市須磨区高倉台８丁目１－３常　勤:    1 放   現存
     ０ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63607,0222,1 若松医院 〒654-0012 078-732-1546若松　晴彦 若松　晴彦 昭57. 6. 1精   神   神内診療所
     神戸市須磨区飛松町３丁目１－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63707,0225,4 松尾小児科 〒654-0151 078-793-2415松尾　幸子 松尾　幸子 昭57.10. 1小   内   診療所
     神戸市須磨区北落合５丁目３－３常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63807,0230,4 石原内科医院 〒654-0151 078-791-0525石原　續雄 石原　續雄 昭58.10. 1内   胃   診療所
     神戸市須磨区北落合４丁目２４－常　勤:    1 現存
     ２１ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63907,0232,0 愛育産婦人科医院 〒654-0131 078-741-6231津田　信代 津田　信代 昭59. 2. 1産   婦   麻  診療所
     神戸市須磨区横尾１丁目９－２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64007,0233,8 神戸愛生園診療所 〒654-0142 078-791-2222社会福祉法人神戸聖隷武田　義敬 昭59. 4. 1内   外   診療所
     神戸市須磨区友が丘１丁目１番地常　勤:    1福祉事業団　理事長　 現存
     (医       1)水野　雄二 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64107,0252,8 益子産婦人科医院 〒654-0023 078-732-4103医療法人社団　益子産益子　和久 昭63. 1. 1一般        12診療所
     神戸市須磨区戎町３丁目５－１５常　勤:    1婦人科医院　理事長　 産婦 現存
     (医       1)益子　和久 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  64207,0254,4 佐々木医院 〒654-0102 078-743-5050佐々木　義信 佐々木　義信 昭63. 4. 1一般         4診療所
     神戸市須磨区東白川台３丁目１５常　勤:    1 胃   外   こう現存
     －１１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64307,0255,1 梶川眼科医院 〒654-0073 078-731-2535梶川　泉 梶川　泉 昭63. 5. 1眼   診療所
     神戸市須磨区関守町１丁目１－１常　勤:    1 現存
     ９ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64407,0256,9 吉村整形外科医院 〒654-0021 078-731-8681吉村　秀夫 吉村　秀夫 昭63. 7. 1整外 リハ 診療所
     神戸市須磨区平田町２丁目３－９常　勤:    1 現存
     新板宿ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64507,0258,5 永原心療内科 〒654-0162 078-793-5503永原　廉士 永原　廉士 昭63.10. 1一般 診療所
     神戸市須磨区神の谷７丁目１－２常　勤:    1     一般     7現存
     (医       1) 平24.10. 1心内 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64607,0263,5 澄川皮膚科 〒654-0154 078-793-1400医療法人社団　祐盛会澄川　康祐 平元. 8. 1皮   診療所
     神戸市須磨区中落合２丁目２－５常　勤:    1　理事長　澄川　康祐 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64707,0264,3 たおもと眼科医院 〒654-0143 078-792-1414医療法人たおもと眼科垰本　瑛子 平元. 8. 1眼   診療所
     神戸市須磨区菅の台３丁目１３－常　勤:    1医院　理事長　垰本　 現存
     ５ (医       1)瑛子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64807,0266,8 阿部内科医院 〒654-0162 078-794-1234医療法人社団柊風会　阿部　泰尚 平元.11. 1内   消   小  診療所
     神戸市須磨区神の谷７丁目１－３常　勤:    2理事長　阿部　泰尚 糖内　内分内　現存
     (医       2) 平28.11. 1老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64907,0267,6 医療法人社団医修会　〒654-0051 078-731-1801医療法人社団　医修会長谷川　修 平元.11. 1内   小   診療所
     長谷川医院 神戸市須磨区月見山本町１丁目５常　勤:    1　理事長　長谷川　修 現存
     －３４ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65007,0269,2 水守外科 〒654-0162 078-791-1130医療法人社団　愛寿会水守　彰一 平元.11. 1一般         2診療所
     神戸市須磨区神の谷７丁目１－１常　勤:    2　水守外科　理事長　 療養        15現存
     (医       2)水守　彰一 平28.11. 1外   整外 皮  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65107,0272,6 林産婦人科 〒654-0052 078-731-0730医療法人社団　林産婦林　正人 平 2. 4. 1一般        18診療所
     神戸市須磨区行幸町４丁目２－７常　勤:    2人科　理事長　林　正 産婦 現存
     (医       2)人 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65207,0273,4 建石医院 〒654-0011 078-732-0839医療法人社団　建石医三上　栄 平 2. 4. 1内   診療所
     神戸市須磨区前池町１丁目１－１常　勤:    1院　理事長　三上　栄 消内 現存
     ０ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65307,0274,2 古閑耳鼻咽喉科 〒654-0143 078-791-1221医療法人社団　杏林会古閑　次夫 平 2. 4. 1耳い 診療所
     神戸市須磨区菅の台３丁目１３－常　勤:    1　理事長　古閑　次夫 現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65407,0275,9 てい小児科 〒654-0151 078-792-5705医療法人社団　慶仁会鄭　源紀 平 2. 5. 1小   内   アレ診療所
     神戸市須磨区北落合３丁目２８－常　勤:    1　てい小児科　理事長 現存
     ３ (医       1)　鄭　源紀 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65507,0278,3 坪井クリニック 〒654-0153 078-793-2345医療法人社団　童心会坪井　慶太 平 2. 8. 1内   胃   放  診療所
     神戸市須磨区南落合３丁目８－１常　勤:    1　理事長　坪井　慶太 現存
     ０ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65607,0279,1 松岡神経内科 〒654-0154 078-793-3711医療法人社団松岡神経松岡　正信 平 2. 8. 1精   神   神内診療所
     神戸市須磨区中落合２丁目２－５常　勤:    1内科　理事長　松岡　 現存
     (医       1)正信 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65707,0280,9 谷岡医院 〒654-0143 078-792-2005医療法人社団谷岡医院谷岡　繁明 平 2. 8. 1内   消   小  診療所
     神戸市須磨区菅の台６丁目２２－常　勤:    1　理事長　谷岡　繁明 現存
     １０ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65807,0281,7 太田眼科 〒654-0063 078-731-0018太田　ミサ子 太田　ミサ子 平 2.11. 1眼   診療所
     神戸市須磨区月見山町２丁目３－常　勤:    1 休止
     ２ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65907,0282,5 美紀皮膚科医院 〒654-0052 078-731-2112稲守　美紀 稲守　美紀 平 3. 4. 1皮   アレ 診療所
     神戸市須磨区行幸町４－２－３稲常　勤:    1 現存
     守レジデンス２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66007,0285,8 加地医院 〒654-0152 078-791-2921医療法人社団加地医院加地　隆彦 平 3. 9. 1内   診療所
     神戸市須磨区東落合２丁目１０番常　勤:    1　理事長　加地　隆彦 現存
     ２２号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66107,0288,2 浦井医院 〒654-0052 078-736-0005浦井　寿 浦井　寿 平 4. 2. 1内   循   小  診療所
     神戸市須磨区行幸町１丁目６－２常　勤:    1 現存
     ７ (医       1) 平28. 2. 1
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  66207,0292,4 小林皮膚科医院 〒654-0011 078-732-2235医療法人社団一二会　渡邊　雅子 平 4.12. 1皮   診療所
     神戸市須磨区前池町３丁目２－１常　勤:    2小林皮膚科医院　理事 現存
     (医       2)長　渡邊　雅子 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66307,0293,2 ご小児科 〒654-0103 078-796-0359呉　慶隆 呉　慶隆 平 5. 4. 1小   アレ 診療所
     神戸市須磨区白川台６丁目１９－常　勤:    1 現存
     ９ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66407,0294,0 梶川眼科医院 〒654-0011 078-732-0091梶川　大介 梶川　大介 平 5. 5. 2眼   診療所
     神戸市須磨区前池町３丁目４－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66507,0297,3 前田医院 〒654-0142 078-792-3888医療法人社団　前田医前田　章雅 平 6. 1. 1内   小   循  診療所
     神戸市須磨区友が丘８丁目２０１常　勤:    1院　理事長　前田　章 現存
     (医       1)雅 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66607,0298,1 中西医院 〒654-0012 078-732-3802中西　央 中西　央 平 6. 1. 1内   循   呼  診療所
     神戸市須磨区飛松町２丁目５－１常　勤:    2 現存
     ６ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66707,0303,9 友岡泌尿器科医院 〒654-0011 078-737-2121友岡　義夫 友岡　義夫 平 6. 7. 1ひ   診療所
     神戸市須磨区前池町３－４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66807,0305,4 くすい内科医院 〒654-0013 078-731-3031楠井　晶子 楠井　晶子 平 6.10. 1内   循   呼  診療所
     神戸市須磨区大手町３－１－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66907,0306,2 宮本耳鼻咽喉科 〒654-0012 078-732-4362医療法人社団宮本耳鼻宮本　英明 平 6.11. 9耳い 診療所
     神戸市須磨区飛松町１丁目２－９常　勤:    2咽喉科　理事長　宮本 現存
     (医       2)　英明 平24.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67007,0308,8 あらき医院 〒654-0131 078-741-3138医療法人社団あらき医荒木　美枝子 平 7. 1. 1内   小   診療所
     神戸市須磨区横尾２－１１－９ 常　勤:    1院　理事長　荒木　美 現存
     (医       1)枝子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67107,0314,6 尾原病院 〒654-0121 078-743-1135医療法人社団　つかさ尾原　徹司 平 8. 2. 1一般        49病院
     神戸市須磨区妙法寺字荒打３０８常　勤:    4会　理事長　尾原　徹 療養        49現存
     番地の１ (医       4)司 平29. 2. 1外   内   リハ
     非常勤:   25 消外　消内　腎
     (医      25) 内　人工透析内
     科　糖内
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  67207,0315,3 医療法人社団　三輪整〒654-0152 078-794-3751医療法人社団　三輪整三輪　啓之 平 8. 4. 1一般    診療所
     形外科クリニック 神戸市須磨区東落合２丁目１３－常　勤:    2形外科クリニック　理 整外 リウ リハ現存
     ２１ (医       2)事長　三輪　啓之 平29. 4. 1外   
     胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67307,0316,1 岡医院 〒654-0023 078-732-0017岡　博行 岡　博行 平 8. 7. 1内   胃   小  診療所
     神戸市須磨区戎町３丁目１－２３常　勤:    1 現存
     シーホースビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67407,0318,7 もとむら外科 〒654-0022 078-732-8364本村　公也 本村　公也 平 8. 7. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市須磨区大黒町２丁目１－１常　勤:    1 現存
     １フェニックスビル４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67507,0320,3 医療法人社団菫会北須〒654-0102 078-743-6666医療法人社団菫会　理波多野　希 平 8. 8. 1一般       111病院
     磨病院 神戸市須磨区東白川台１丁目１－常　勤:   11事長　前田　章 整外 外   内  現存
     １ (医      11) 平29. 8. 1呼内 ひ   皮  
     非常勤:  136 耳い 眼   放  
     (医     136) リハ 麻   
     消外　肛外　循
     内　消内　糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67607,0321,1 安江整形外科 〒654-0023 078-734-1415医療法人社団甲友会　橋村　正隆 平 8. 9. 1整外 リハ 診療所
     神戸市須磨区戎町３丁目１－２４常　勤:    1理事長　橋村　正隆 現存
     豊ビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67707,0324,5 道下クリニック 〒654-0011 078-734-3750道下　久正 道下　久正 平 9. 3. 1内   循   整外診療所
     神戸市須磨区前池町２丁目８番１常　勤:    1 皮   リハ 現存
     ５グランパレ板宿１０１号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67807,0325,2 須磨裕厚病院 〒654-0017 078-731-5910医療法人社団　良清会齋藤　敬三 平 9. 3. 1療養       179病院
     神戸市須磨区大手字大谷３－１ 常　勤:    3　理事長　竹下　通雄 内   呼   放  現存
     (医       3) 平30. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67907,0326,0 渡辺クリニック 〒654-0064 078-733-0600医療法人社団渡辺クリ渡 　慶太 平 9. 4. 1外   ひ   診療所
     神戸市須磨区北町１丁目２－６ 常　勤:    1ニック　理事長　渡 現存
     (医       1)　慶太 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68007,0327,8 高井眼科医院 〒654-0151 078-791-2911医療法人社団　高井眼田上　美和 平 9. 6. 1眼   診療所
     神戸市須磨区北落合２－１１－７常　勤:    2科医院　理事長　田上 組織変更 現存
     (医       2)　美和 平30. 6. 1
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  68107,0328,6 高田クリニック 〒654-0022 078-733-3121医療法人社団　高田ク高田　彰彦 平 9. 6. 1内   消   診療所
     神戸市須磨区大黒町３－３－１７常　勤:    2リニック　理事長　高 組織変更 現存
     (医       2)田　彰彦 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68207,0329,4 森産婦人科医院 〒654-0033 078-739-3000森　義孝 森　義孝 平 9. 7. 1一般         6診療所
     神戸市須磨区東町４－１－２３ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68307,0331,0 井石眼科 〒654-0024 井石　昭比古 井石　昭比古 平 9. 7. 1眼   診療所
     神戸市須磨区大田町２－３－１３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68407,0333,6 益子整形外科医院 〒654-0103 078-797-3131益子　秀久 益子　秀久 平 9.10. 1整外 診療所
     神戸市須磨区白川台６－２３－２常　勤:    1 新規 現存
     ルナドーム２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68507,0336,9 中山眼科医院 〒654-0103 078-794-3369中山　章子 中山　章子 平10. 1. 1眼   診療所
     神戸市須磨区白川台２丁目５９－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68607,0337,7 大路外科医院 〒654-0151 078-795-6780医療法人社団　大路外大路　明 平10. 6. 1外   整外 皮  診療所
     神戸市須磨区北落合１丁目１－４常　勤:    1科医院　理事長　大路 組織変更 現存
     (医       1)　明 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68707,0339,3 村上眼科医院 〒654-0051 村上　眞 村上　眞 平10. 8. 1眼   診療所
     神戸市須磨区月見山本町１丁目５常　勤:    1 交代 現存
     －２６ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68807,0340,1 岡田医院 〒654-0012 078-732-5070岡田　祥敬 岡田　祥敬 平10.10. 1内   循   放  診療所
     神戸市須磨区飛松町３丁目４－７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68907,0341,9 安野泌尿器科医院 〒654-0151 078-791-7200医療法人社団　安野泌安野　博彦 平11. 1. 1ひ   診療所
     神戸市須磨区北落合２丁目１０－常　勤:    1尿器科医院　理事長　 組織変更 現存
     ５ (医       1)安野　博彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69007,0343,5 くしろ内科循環器科 〒654-0121 078-747-2552久代　英範 久代　英範 平11. 5. 1内   循   リハ診療所
     神戸市須磨区妙法寺字竹向イ６９常　勤:    1 新規 現存
     ３－７エテルド田中１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69107,0345,0 横山医院 〒654-0006 078-732-7784横山　裕司 横山　裕司 平11.12. 1内   循   小  診療所
     神戸市須磨区養老町１－５－２９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69207,0346,8 寺下診療所 〒654-0103 078-792-6767寺下　一弥 寺下　一弥 平12. 1. 1外   整外 診療所
     神戸市須磨区白川台６丁目１７－常　勤:    2 交代 ①ペインクリニ現存
     ６ (医       2) 平30. 1. 1ック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69307,0347,6 大森医院 〒654-0021 078-732-1375医療法人社団　大森医大森　好晃 平12. 1. 1内   小   循  診療所
     神戸市須磨区平田町２丁目２－１常　勤:    1院　理事長　大森　好 組織変更 現存
     １ (医       1)晃 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69407,0349,2 松本クリニック 〒654-0151 078-797-7111松本　善太郎 松本　善太郎 平12. 5. 1内   循   リハ診療所
     神戸市須磨区北落合２丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69507,0350,0 石川神経科診療所 〒654-0022 078-734-5916医療法人社団石川神経石川　哲三 平12. 5. 1精   神   診療所
     神戸市須磨区大黒町２丁目１－１常　勤:    1科診療所　理事長　石 組織変更 現存
     １－５０１ (医       1)川　哲三 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69607,0352,6 土屋心療内科 〒654-0131 078-747-1414土屋　和紀 土屋　和紀 平12. 6. 1心内 神   精  診療所
     神戸市須磨区横尾１－２８４－１常　勤:    1 新規 現存
     横尾ビル４階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69707,0353,4 あさだ整形外科クリニ〒654-0131 078-747-1520麻田　毅彦 麻田　毅彦 平12. 6. 1整外 リハ 診療所
     ック 神戸市須磨区横尾１－２８４－１常　勤:    1 新規 現存
     横尾ビル２階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69807,0354,2 たかなが皮フ科、アレ〒654-0131 078-742-4112医療法人社団　医純会髙永　哲也 平12. 6. 1皮   アレ 形外診療所
     ルギー科、形成外科 神戸市須磨区横尾１丁目８ 常　勤:    1　理事長　髙永　哲也 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69907,0355,9 中野泌尿器科 〒654-0023 078-732-7222医療法人社団　中野泌中野　康治 平12. 6. 1ひ   診療所
     神戸市須磨区戎町３－１－２４ 常　勤:    1尿器科　理事長　中野 組織変更 現存
     (医       1)　康治 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70007,0357,5 花畑クリニック 〒654-0151 078-795-5512医療法人社団花畑クリ花畑　雅明 平13. 1. 1胃   内   外  診療所
     神戸市須磨区北落合３丁目２８－常　勤:    1ニック　理事長　花畑 組織変更 現存
     ２ (医       1)　雅明 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70107,0361,7 田坂耳鼻咽喉科 〒654-0103 078-793-6872医療法人社団　田坂耳田坂　康之 平14. 6. 1耳い 気食 診療所
     神戸市須磨区白川台６丁目２３番常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　田 組織変更 現存
     ２号 (医       1)坂　康之 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70207,0362,5 にしむら耳鼻咽喉科 〒654-0055 078-736-3387西村　一 西村　一 平14. 8. 1耳い アレ 診療所
     神戸市須磨区須磨浦通４丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70307,0363,3 宮本医院 〒654-0141 078-791-1331宮本　元 宮本　元 平15. 4. 1小   内   診療所
     神戸市須磨区竜が台５丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70407,0365,8 村上内科 〒654-0131 078-747-1190医療法人社団　村上内村上　啓治 平15. 5. 1内   診療所
     神戸市須磨区横尾１丁目２８４番常　勤:    1科　理事長　村上　啓 組織変更 現存
     地１ (医       1)治 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70507,0367,4 石原医院 〒654-0007 078-732-4120住本　佳代子 住本　佳代子 平15. 8.12皮   診療所
     神戸市須磨区宝田町３丁目１番１常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平27. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70607,0368,2 おかだクリニック 〒654-0103 078-793-8639岡田　敏男 岡田　敏男 平15.11. 1内   循   診療所
     神戸市須磨区白川台３丁目６１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70707,0369,0 寺内外科胃腸科 〒654-0143 078-793-0770寺内　一雄 寺内　一雄 平16. 3. 1外   胃   こう診療所
     神戸市須磨区菅の台３丁目１３－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70807,0370,8 ちかしげクリニック 〒654-0026 078-735-0882近重　民雄 近重　民雄 平16. 4. 1胃   内   こう診療所
     神戸市須磨区大池町５丁目１４－常　勤:    1 新規 現存
     ７－１０１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70907,0372,4 林山クリニック 〒654-0121 078-747-5335医療法人社団林山朝日梁　勝則 平16. 6. 1一般 診療所
     神戸市須磨区妙法寺字薮中１２４常　勤:    1診療所　理事長　梁　 新規     一般    19現存
     ２ (医       1)勝則 平28. 6. 1内   消   精  
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71007,0373,2 矢野外科胃腸科 〒654-0034 078-731-2234矢野　雅文 矢野　雅文 平16. 7. 1外   胃   診療所
     神戸市須磨区戸政町３－１－１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71107,0374,0 矢谷内科循環器科 〒654-0026 078-737-2272矢谷　暁人 矢谷　暁人 平16. 8. 1内   循   呼  診療所
     神戸市須磨区大池町５丁目１６－常　勤:    1 新規 現存
     ４ヴィタ大池２０１ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71207,0376,5 中村眼科 〒654-0026 078-739-6881中村　好彦 中村　好彦 平16. 9. 1眼   診療所
     神戸市須磨区大池町５丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ８号幸学・ビル１０２ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71307,0378,1 小泉内科循環器科 〒654-0141 078-793-6358小泉　克已 小泉　克已 平16.10. 1内   循   診療所
     神戸市須磨区竜が台７丁目９の８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71407,0380,7 髙橋病院 〒654-0026 078-733-1136医療法人社団さくら会髙橋　玲比古 平16.10. 1一般 病院
     神戸市須磨区大池町５丁目１８番常　勤:    8　理事長　髙橋　玲比 移動     一般   112現存
     １号 (医       8)古 平28.10. 1内   外   循  
     非常勤:   21 心外 整外 
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71507,0382,3 瀬川外科 〒654-0024 078-732-1846医療法人社団誠和会瀬松井　誠一郎 平17. 6. 1整外 外   皮  診療所
     神戸市須磨区大田町３丁目１番２常　勤:    1川外科　理事長　松井 組織変更 現存
     ３号 (医       1)　誠一郎 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71607,0383,1 橋本医院 〒654-0081 078-734-1768医療法人社団　医晋会橋本　晋弥 平17. 7. 1内   消   小  診療所
     神戸市須磨区高倉台５丁目１２番常　勤:    1　理事長　橋本　晋弥 組織変更 現存
     １７号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71707,0384,9 おち内科クリニック 〒654-0153 078-793-4639越智　深 越智　深 平17.12. 1内   消   循  診療所
     神戸市須磨区南落合３丁目１－３常　勤:    2 交代 現存
     ３ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71807,0386,4 石川リハビリ脳神経外〒654-0024 078-739-3131医療法人社団　思葉会石川　朗宏 平18. 7. 1脳外 神内 リハ診療所
     科クリニック 神戸市須磨区大田町２丁目３番７常　勤:    1　理事長　石川　朗宏 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71907,0387,2 わだ小児科クリニック〒654-0131 078-747-3150医療法人社団めぐみ会和田　正文 平18. 9. 1小   アレ 診療所
     神戸市須磨区横尾１丁目１７番２常　勤:    1　わだ小児科クリニッ 移動 現存
     ０１号 (医       1)ク　理事長　和田　正 平24. 9. 1
     文
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72007,0391,4 武田耳鼻咽喉科 〒654-0131 078-743-1424医療法人社団武田耳鼻武田　直広 平18.10. 1耳い 診療所
     神戸市須磨区横尾１丁目１７番地常　勤:    2咽喉科　理事長　武田 移動 現存
     ２０２号 (医       2)　直広 平24.10. 1
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  72107,0392,2 吉川クリニック 〒654-0037 078-219-2407吉川　均 吉川　均 平18.10. 1内   胃   外  診療所
     神戸市須磨区行平町２丁目１－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72207,0393,0 辻本泌尿器科クリニッ〒654-0131 078-743-1673辻本　幸夫 辻本　幸夫 平18.11. 1ひ   診療所
     ク 神戸市須磨区横尾１丁目２８４－常　勤:    1 移動 現存
     １横尾ビル３階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72307,0394,8 八田皮フ科 〒654-0021 078-735-7485八田　晋 八田　晋 平19. 2. 1皮   診療所
     神戸市須磨区平田町３－４－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72407,0397,1 ながお内科クリニック〒654-0143 078-792-1234医療法人社団　ながお長尾　宗彦 平19. 5. 1内   診療所
     神戸市須磨区菅の台３－１３－３常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　長尾　宗彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72507,0398,9 新須磨リハビリテーシ〒654-0142 078-795-9123医療法人社団　慈恵会丸岡　隆 平19. 6. 1一般 病院
     ョン病院 神戸市須磨区友が丘７丁目１番３常　勤:    4　理事長　澤田　勝寛 新規     一般    44現存
     １号 (医       4) 平25. 6. 1リハ 内   整外
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72607,0403,7 高石内科クリニック 〒654-0121 078-741-2052高石　務 高石　務 平20. 3. 1内   診療所
     神戸市須磨区妙法寺字界地８２－常　勤:    1 移動 現存
     ２ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72707,0404,5 中川内科クリニック 〒654-0054 078-731-0185中川　修史 中川　修史 平20. 4. 1内   消   診療所
     神戸市須磨区須磨本町１丁目４－常　勤:    1 交代 現存
     １０ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72807,0406,0 しらかわ　クリニック〒654-0121 078-742-1370白川　勝朗 白川　勝朗 平20. 6. 1内   消   診療所
     神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石３常　勤:    1 新規 現存
     ４３－２ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72907,0408,6 新須磨クリニック 〒654-0046 078-735-0010医療法人社団　慈恵会佐藤　芳子 平20.11. 1内   形外 美外診療所
     神戸市須磨区村雨町５丁目１番４常　勤:    1　理事長　澤田　勝寛 新規 現存
     号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73007,0409,4 本城外科 〒654-0153 078-791-2231本城　雅史 本城　雅史 平21. 2. 1整外 外   リハ診療所
     神戸市須磨区南落合３丁目１－２常　勤:    2 交代 現存
     ４ (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73107,0410,2 青山クリニック 〒654-0103 078-792-4169青山　裕一 青山　裕一 平21. 3. 1内   循   診療所
     神戸市須磨区白川台６丁目１６番常　勤:    1 移動 現存
     地の１８ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73207,0412,8 田村眼科医院 〒654-0022 078-733-8255医療法人社団田村眼科田村　泰 平21. 4. 1眼   診療所
     神戸市須磨区大黒町２丁目１番１常　勤:    2医院　理事長　田村　 移動 現存
     ４号 (医       2)泰 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73307,0413,6 三輪医院 〒654-0033 078-731-1457吉田　光子 吉田　光子 平21. 5. 1内   小   皮  診療所
     神戸市須磨区東町２丁目２－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73407,0414,4 芦名耳鼻咽喉科医院 〒654-0022 078-733-0250芦名　真也 芦名　真也 平21. 7. 1耳い 診療所
     神戸市須磨区大黒町２丁目１－１常　勤:    1 移動 現存
     １フェニックスビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73507,0415,1 清水内科クリニック 〒654-0045 078-739-6120清水　惠一 清水　惠一 平21. 9. 1内   消   診療所
     神戸市須磨区松風町５丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73607,0417,7 折山医院 〒654-0048 078-731-9676折山　毅 折山　毅 平21.11.17外   消   診療所
     神戸市須磨区衣掛町５丁目１－１常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平27.11.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73707,0418,5 酒井内科 〒654-0055 078-732-3100医療法人社団酒井内科酒井　太門 平21.12. 7内   小   診療所
     神戸市須磨区須磨浦通５丁目６番常　勤:    2　理事長　酒井　太門 移動 消化器内科 現存
     ２８号 (医       2) 平27.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73807,0419,3 いわくら脳神経外科頭〒654-0154 078-798-3520岩倉　昌岐 岩倉　昌岐 平22. 4. 1脳外 神内 診療所
     痛クリニック 神戸市須磨区中落合３－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     ＬＵＣＣＡ名谷３Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73907,0420,1 まつしまクリニック 〒654-0154 078-798-1330松島　弘幸 松島　弘幸 平22. 4. 1他   診療所
     神戸市須磨区中落合３－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74007,0421,9 泉レディースクリニッ〒654-0154 078-798-0510医療法人社団　恵友会松尾　泉 平22. 4. 1婦   診療所
     ク 神戸市須磨区中落合３丁目１番地常　勤:    1　理事長　久保　寛倫 新規 現存
     の１０ＬＵＣＣＡ名谷 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74107,0422,7 きむら内科医院 〒654-0103 078-792-3497木村　明裕 木村　明裕 平22. 4. 1内   放   診療所
     神戸市須磨区白川台３丁目６２－常　勤:    1 交代 老年内科 現存
     １ニューライフ白川台西棟１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74207,0423,5 いしい整形外科リウマ〒654-0154 078-798-2550石井　憲治 石井　憲治 平22. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     チクリニック 神戸市須磨区中落合３丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ＬＵＣＣＡ名谷３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74307,0424,3 小野クリニック 〒654-0071 078-739-2552医療法人社団ヒロメデ小野　一広 平22. 5. 1外   麻   診療所
     神戸市須磨区須磨寺町２丁目７－常　勤:    1ィカル　理事長　小野 組織変更 循環器内科 現存
     ５ (医       1)　一広 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74407,0425,0 井上クリニック 〒654-0162 078-792-5611医療法人社団真心会　井上　真也 平22. 8. 1内   循   消  診療所
     神戸市須磨区神の谷２丁目１５番常　勤:    1理事長　井上　真也 移動 外   現存
     ２号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74507,0427,6 清本整形外科クリニッ〒654-0053 078-732-1213医療法人社団清本整形鄭　仁秀（清本明） 平23. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 神戸市須磨区天神町４丁目４番３常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     ５号 (医       1)長　鄭　仁秀（清本明 平29. 2. 1
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74607,0429,2 まえ川内科クリニック〒654-0055 078-735-8333前川　透 前川　透 平23. 5. 1内   消   診療所
     神戸市須磨区須磨浦通４丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号須磨浦ＳＫＹハイツ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74707,0430,0 岸内科医院 〒654-0151 078-793-1717岸　勝彦 岸　勝彦 平24. 3. 1内   他   呼  診療所
     神戸市須磨区北落合１－４－３６常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74807,0431,8 ふじわら内科クリニッ〒654-0036 078-731-9618藤原　俊樹 藤原　俊樹 平25. 4. 1内   小   循  診療所
     ク 神戸市須磨区南町２丁目５－２９常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74907,0432,6 明芳外科リハビリテー〒654-0024 078-735-6778鄒　慧城 鄒　慧城 平25. 9. 1一般        18病院
     ション病院 神戸市須磨区大田町６丁目１－３常　勤:    1 その他 療養        17現存
     (医       1) 平25. 9. 1外   形外 リハ
     非常勤:    7 人工透析内科
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75007,0433,4 アキヨシメディカルク〒654-0011 078-733-6600医療法人社団　アキヨ鄒　喨光 平26. 2. 1整外 リハ 歯  診療所
     (07,0202,9) リニック 神戸市須磨区前池町３丁目３－１常　勤:    2シメディカルクリニッ 組織変更 漢方内科　循環現存
     (医       1)ク　理事長　鄒　喨光 平26. 2. 1器内科
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75107,0434,2 大石医院 〒654-0051 078-731-2951大石　敬子 大石　敬子 平26. 4. 1小   麻   診療所
     神戸市須磨区月見山本町１丁目５常　勤:    2 交代 現存
     －１５ (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75207,0435,9 医療法人和高医院 〒654-0071 078-739-7577医療法人和高医院　理高　英哲 平26.10. 1内   呼内 診療所
     神戸市須磨区須磨寺町１丁目１３常　勤:    1事長　高　英哲 その他 循環器内科 現存
     番１号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75307,0436,7 松井整形外科クリニッ〒654-0026 078-739-0320松井　允三 朴　允三（松井允三）平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 神戸市須磨区大池町五丁目１６番常　勤:    1 組織変更 現存
     ８号幸学ビル２Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75407,0437,5 ふじしまクリニック 〒654-0025 078-732-7370藤島　正浩 藤島　正浩 平27. 4. 1眼   診療所
     神戸市須磨区寺田町２丁目４－１常　勤:    1 新規 臨床検査科 現存
     １ＳＵＮプレゼントビル３Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75507,0438,3 須磨浦病院 〒654-0076 078-733-6000医療法人社団鶴泉会　鶴崎　哲士 平27. 4. 1療養       126病院
     神戸市須磨区一ノ谷町３丁目３番常　勤:    2理事長　鶴崎　哲士 組織変更 内   外   呼内現存
     ８号 (医       2) 平27. 4. 1皮   ひ   放  
     非常勤:   12 リハ 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75607,0439,1 稲守耳鼻咽喉科医院 〒654-0151 078-794-3387医療法人社団　稲守耳稲守　徹 平27. 4. 1耳い 診療所
     神戸市須磨区北落合２丁目１番１常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     ０号 (医       1)　稲守　徹 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75707,0441,7 戸根内科・神経内科医〒654-0131 078-743-7300戸根　幸太郎 戸根　幸太郎 平27. 4. 1内   神内 診療所
     院 神戸市須磨区横尾１丁目９番１号常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75807,0443,3 藤田整形外科スポーツ〒654-0047 078-731-8401藤田　健司 藤田　健司 平27. 5. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 神戸市須磨区磯馴町３丁目２番２常　勤:    1 移動 現存
     ０号 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75907,0444,1 新須磨病院 〒654-0048 078-735-0001医療法人社団慈恵会　澤田　勝寛 平27. 9.23一般       147病院
     (07,0205,2) 神戸市須磨区衣掛町３丁目１番１常　勤:   40理事長　澤田　勝寛 移動 内   外   脳外現存
     ４号 (医      37) 平27. 9.23整外 形外 ひ  
     (歯       3) 皮   婦   眼  
     非常勤:   56 耳い 神内 心内
     (医      56) 歯   歯外 麻  
     リハ 放   心外
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76007,0445,8 新須磨透析クリニック〒654-0048 078-735-0505医療法人社団慈恵会　松岡　泰子 平27. 9.23内   診療所
     神戸市須磨区衣掛町４丁目２番２常　勤:    1理事長　澤田　勝寛 その他 ②透析内科 現存
     ０号 (医       1) 平27. 9.23
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76107,0446,6 おおはらクリニック 〒654-0121 078-741-5180李　潤基 李　潤基 平28. 9. 1整外 診療所
     神戸市須磨区妙法寺字菅之池６８常　勤:    1 その他 現存
     ４－１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76207,0447,4 海浜ハートケアクリニ〒654-0045 078-733-3701医療法人社団　海浜ハ仲宗根　敏之 平29. 3. 1心内 精   診療所
     ック 神戸市須磨区松風町５丁目２番３常　勤:    1ートケアクリニック　 新規 現存
     ３号ＪＲ須磨海浜公園駅西ＮＫビ(医       1)理事長　仲宗根　敏之 平29. 3. 1
     ル１０３号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76307,0448,2 古閑耳鼻咽喉科医院 〒654-0154 078-792-2000医療法人社団杏林会　古閑　紀雄 平29.12. 1耳い 診療所
     神戸市須磨区中落合２丁目２番５常　勤:    1理事長　古閑　次夫 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76407,0449,0 いでい眼科医院 〒654-0131 078-747-2314医療法人社団　いでい出射　信彦 平30. 5. 1眼   診療所
     神戸市須磨区横尾１丁目１７番２常　勤:    1眼科医院　理事長　出 組織変更 現存
     ０４号 (医       1)射　信彦 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76508,0093,4 舞子台病院 〒655-0046 078-782-0055医療法人浩生会　理事澤　雅之 昭36.11. 1一般        60病院
     神戸市垂水区舞子台７丁目２－１常　勤:    6長　前田　雅道 療養        60現存
     (医       6) 平24.11. 1内   呼内 放  
     非常勤:   25 外   心外 脳外
     (医      25) ひ   整外 婦  
     神内 リハ 
     消内　循内　消
     外　漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76608,0210,4 医療法人薫風会　佐野〒655-0031 078-785-1000医療法人薫風会　理事佐野　寧 昭51. 5. 1一般       131病院
     病院 神戸市垂水区清水が丘２丁目５－常　勤:   12長　佐野　寧 内   他   外  現存
     １ (医      12) 平30. 5. 1整外 リハ 婦  
     非常勤:   18 麻   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76708,0211,2 阿部内科 〒655-0041 078-783-5536阿部　醇 阿部　醇 昭51. 6. 1一般    診療所
     神戸市垂水区神陵台７丁目４－１常　勤:    2 内   消   現存
     ０ (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76808,0217,9 斉藤医院 〒655-0891 078-751-4188斉藤　利実 斉藤　利実 昭52. 6. 1内   神   小  診療所
     神戸市垂水区山手３丁目９－２１常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76908,0231,0 清水クリニック 〒655-0006 078-783-3030清水　邦彦 清水　邦彦 昭54. 4. 1一般         1診療所
     神戸市垂水区本多聞６丁目２８－常　勤:    1 内   産   婦  現存
     ２３ (医       1) 平30. 4. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77008,0234,4 細見皮膚科 〒655-0048 078-782-2111細見　靖子 細見　靖子 昭54. 6. 1皮   診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１－４常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77108,0256,7 秋山医院 〒655-0046 秋山　洋 秋山　洋 昭57. 4. 1内   小   診療所
     神戸市垂水区舞子台２丁目９－３常　勤:    1 現存
     ０－１０２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77208,0265,8 高橋泌尿器科 〒655-0892 078-705-2777高橋　靖昌 高橋　靖昌 昭58. 9. 1ひ   診療所
     神戸市垂水区平磯４丁目５－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77308,0269,0 本多診療所 〒655-0006 本多　倶彦 本多　倶彦 昭59. 9. 1皮   診療所
     神戸市垂水区本多聞２丁目１３－常　勤:    1 現存
     １５ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77408,0274,0 富森眼科 〒655-0044 078-782-1041富森　征一郎 富森　征一郎 昭61. 5. 1眼   診療所
     神戸市垂水区舞子坂４丁目１－７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77508,0275,7 医療法人沖縄徳洲会　〒655-0017 078-707-1110医療法人沖縄徳洲会　樋上　哲哉 昭61. 5. 1一般 病院
     神戸徳洲会病院 神戸市垂水区上高丸１丁目３－１常　勤:   14理事長　鈴木　隆夫     一般   230現存
     ０ (医      14) 平28. 5. 1療養
     非常勤:   54     療養    79
     (医      54) 内   呼   消  
     循   小   外  
     整外 脳外 ひ  
     婦   リハ 放  
     心外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77608,0278,1 浜野外科胃腸科 〒655-0854 078-751-8030濱野　武史 濱野　武史 昭62. 2. 1消   外   診療所
     神戸市垂水区桃山台３－１２－７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77708,0281,5 森松眼科 〒655-0004 078-785-0647森松　幸子 森松　幸子 昭62. 5. 1眼   診療所
     神戸市垂水区学ケ丘４丁目１０－常　勤:    1 現存
     ２６－３ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77808,0282,3 宇佐美眼科医院 〒655-0853 078-708-3180宇佐美　啓子 宇佐美　啓子 昭62.11. 1眼   診療所
     神戸市垂水区つつじが丘４丁目７常　勤:    1 現存
     －３ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77908,0294,8 鳥山耳鼻咽喉科医院 〒655-0029 078-707-3387医療法人社団　一清会阪本　満由 平元. 8. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区天ノ下町６－１０ 常　勤:    1　理事長　阪本　満由 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78008,0295,5 余医院 〒655-0854 078-753-0755医療法人社団　惠漢会 平元. 8.10内   小   診療所
     神戸市垂水区桃山台３－１１－１常　勤:    1　理事長 現存
     (医       1) 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78108,0297,1 山田医院 〒655-0872 078-751-0846医療法人社団　仁友会山田　勤 平元. 9. 1内   循   小  診療所
     神戸市垂水区塩屋町６丁目２１－常　勤:    1　山田医院　理事長　 現存
     １６ (医       1)山田　勤 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78208,0298,9 山口医院 〒655-0044 078-781-2493医療法人社団　善友会松本　純治 平元.10. 1内   循   小  診療所
     神戸市垂水区舞子坂３丁目５－８常　勤:    1　理事長　松本　純治 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78308,0303,7 かずおか小児科 〒655-0006 078-781-1255數岡　一吉 數岡　一吉 平元.12. 1小   診療所
     神戸市垂水区本多聞１丁目１９－常　勤:    1 現存
     ２２ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  78408,0305,2 田原内科医院 〒655-0004 078-783-6600医療法人社団　田原内比江森　玲子 平 2. 1. 1内   消   放  診療所
     神戸市垂水区学が丘４丁目１０－常　勤:    1科　理事長　比江森　 現存
     ３４ (医       1)玲子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78508,0313,6 内科小児科　天王寺医〒655-0002 078-795-1166天王寺　寛澄 天王寺　寛澄 平 2. 7. 1内   小   診療所
     院 神戸市垂水区小束山３丁目２－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78608,0324,3 藤田耳鼻咽喉科医院 〒655-0881 078-751-8721医療法人社団藤田耳鼻藤田　彰 平 3. 5. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口６常　勤:    1咽喉科　理事長　藤田 現存
     ３４－１－２０２ (医       1)　彰 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78708,0326,8 山岡医院 〒655-0004 078-785-5306山岡　成章 山岡　成章 平 3. 8. 1アレ 小   診療所
     神戸市垂水区学が丘４－２１－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78808,0328,4 真部クリニック 〒655-0016 078-708-3113医療法人社団真部クリ藤田　能久 平 3. 9. 1消   整外 リハ診療所
     神戸市垂水区高丸８丁目１３－１常　勤:    1ニック　理事長　藤田 現存
     １ (医       1)　能久 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78908,0329,2 洪南クリニック 〒655-0863 078-751-2221医療法人社団洪南クリ生方　享司 平 3. 9. 1内   小   消  診療所
     神戸市垂水区塩屋北町３丁目６－常　勤:    1ニック　理事長　生方 現存
     １ (医       1)　享司 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79008,0334,2 岸原内科クリニック 〒655-0048 078-783-0200医療法人社団岸原内科岸原　道三 平 4. 4. 1内   消   診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１０－常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     ２１ (医       1)岸原　道三 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79108,0335,9 前田整形外科 〒655-0853 078-709-6969前田　昌穂 前田　昌穂 平 4. 7. 1整外 リハ 診療所
     神戸市垂水区つつじが丘４丁目８常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79208,0339,1 谷山内科クリニック 〒655-0039 078-707-3334医療法人社団　谷山会谷山　明子 平 5. 5. 1内   呼   消  診療所
     神戸市垂水区霞ケ丘７丁目１－５常　勤:    1　理事長　谷山　明子 現存
     １ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79308,0341,7 浅井整形外科クリニッ〒655-0044 078-783-2505浅井　継 浅井　継 平 5. 6. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市垂水区舞子坂３丁目１８－常　勤:    1 現存
     ３２－１０１サンシャイン舞子１(医       1) 平29. 6. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79408,0342,5 新垣クリニック 〒655-0031 078-784-1701医療法人社団　新垣ク新垣　光彌 平 5. 5.31内   循   診療所
     神戸市垂水区清水が丘３丁目１－常　勤:    1リニック　理事長　新 人工透析内科 現存
     ５ (医       1)垣　光彌 平29. 5.31
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  79508,0345,8 おぎの小児科 〒655-0853 078-706-2415医療法人社団惠仁会　荻野　美恵子 平 5.12. 1小   診療所
     神戸市垂水区つつじが丘４丁目５常　勤:    1理事長　荻野　美恵子 現存
     －３ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79608,0346,6 村中クリニック 〒655-0032 078-707-8011医療法人社団村中クリ村中　重信 平 5.12. 1胃   循   リハ診療所
     神戸市垂水区星が丘１丁目１－９常　勤:    1ニック　理事長　村中 現存
     ８ (医       1)　重信 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79708,0347,4 眼科　中橋クリニック〒655-0881 078-705-1757中橋　康治 中橋　康治 平 6. 5. 1眼   診療所
     神戸市垂水区東垂水町字管の口６常　勤:    1 現存
     ３４－１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79808,0351,6 馬場小児科 〒655-0048 078-785-7855医療法人社団馬場医院馬場　道子 平 6. 9. 1小   診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１４－常　勤:    1　理事長　馬場　修 現存
     ２３ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79908,0352,4 森田医院 〒655-0048 078-782-7837森田　茂 森田　茂 平 6.11. 1内   循   診療所
     神戸市垂水区西舞子５丁目１０－常　勤:    1 現存
     １０－１０１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80008,0353,2 なかむらクリニック 〒655-0854 078-752-1177中村　治正 中村　治正 平 6.11. 1他   小   麻  診療所
     神戸市垂水区桃山台２丁目９－５常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80108,0360,7 入谷耳鼻咽喉科 〒655-0038 入谷　寛 入谷　寛 平 7.10. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区星陵台１丁目４－８常　勤:    1 現存
     －２０２ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80208,0362,3 はら小児科 〒655-0881 078-752-6920原　延好 原　延好 平 7.12. 1小   アレ 診療所
     神戸市垂水区東垂水町菅ノ口６５常　勤:    1 現存
     ０－２ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80308,0364,9 国井こども診療所 〒655-0033 078-707-3040国井　興 国井　興 平 8. 5. 1小   アレ 診療所
     神戸市垂水区旭が丘１丁目７－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80408,0365,6 高取産婦人科医院 〒655-0014 竹内　節子 竹内　節子 平 8. 6. 1一般         8診療所
     神戸市垂水区大町２丁目３－１０常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80508,0366,4 山本整形外科 〒655-0027 078-706-0561山本　龍二 山本　龍二 平 8. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市垂水区神田町４－１３　田常　勤:    1 現存
     中ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
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  80608,0367,2 江草クリニック 〒655-0881 078-752-7776医療法人社団江草クリ江草　康夫 平 8. 9. 1消   外   リハ診療所
     神戸市垂水区東垂水町菅の口６３常　勤:    1ニック　理事長　江草 現存
     ４－１辻本興産ビル２０３ (医       1)　康夫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80708,0368,0 高クリニック 〒655-0854 078-754-0065高　富彦 高　富彦 平 8.10. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市垂水区桃山台５丁目１１５常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80808,0369,8 大石眼科 〒655-0038 078-785-5522大石　隆人 大石　隆人 平 8.11. 1眼   診療所
     神戸市垂水区星陵台１丁目４－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80908,0371,4 かくはりクリニック 〒655-0013 078-709-3154覚張　二郎 覚張　二郎 平 9. 1. 1胃   診療所
     神戸市垂水区福田３－２－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81008,0374,8 工藤整形外科 〒655-0013 078-708-5735医療法人社団工藤整形工藤　展也 平 9. 4. 1整外 診療所
     神戸市垂水区福田２丁目２－３６常　勤:    1外科　理事長　工藤　 現存
     (医       1)展也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81108,0375,5 なかじま整形外科 〒655-0872 078-753-9222医療法人社団なかじま中嶋　一行 平 9. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市垂水区塩屋町３丁目８－１常　勤:    1整形外科　理事長　中 現存
     ０ (医       1)嶋　一行 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81208,0376,3 川岸内科医院 〒655-0026 078-707-2773川岸　考二 川岸　考二 平 9. 6. 1内   消   診療所
     神戸市垂水区陸ノ町１０－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81308,0377,1 北畠内科 〒655-0032 078-709-5101医療法人社団北畠内科北畠　千賀子 平 9. 6. 1内   診療所
     神戸市垂水区星が丘１－４－１９常　勤:    1　理事長　北畠　千賀 組織変更 現存
     (医       1)子 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81408,0380,5 坪井皮フ科 〒655-0029 078-707-0737坪井　達也 坪井　達也 平 9. 7. 1皮   アレ 診療所
     神戸市垂水区天ノ下町６－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81508,0381,3 まがき医院 〒655-0015 078-707-3002真垣　一成 真垣　一成 平 9.10. 1内   呼   小  診療所
     神戸市垂水区野田通７－９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81608,0387,0 西舞子団地診療所 〒655-0043 078-781-0446医療法人社団　西舞子長谷川　正和 平10. 5. 1内   小   放  診療所
     神戸市垂水区南多聞台５丁目７－常　勤:    1団地診療所　理事長　 組織変更 現存
     ６ (医       1)長谷川　正和 平28. 5. 1
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  81708,0388,8 藤原医院 〒655-0004 078-784-2200医療法人社団　藤原医藤原　征 平10. 7. 1内   小   診療所
     神戸市垂水区学が丘１丁目１９－常　勤:    2院　理事長　藤原　征 組織変更 循環器内科 現存
     ２３ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81808,0391,2 たちばな眼科 〒655-0041 078-787-5727立花　晴子 立花　晴子 平10. 9. 1眼   診療所
     神戸市垂水区神陵台２丁目３－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81908,0396,1 竹内整形外科 〒655-0038 078-785-2500医療法人社団　竹内整竹内　一喜 平10.12. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市垂水区星陵台１丁目４－８常　勤:    1形外科　理事長　竹内 組織変更 現存
     (医       1)　一喜 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82008,0397,9 星野眼科 〒655-0048 078-783-0800医療法人社団　星野眼星野　峰子 平11. 3. 1眼   診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１－４常　勤:    1科　理事長　星野　峰 移動 現存
     ４　 (医       1)子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82108,0401,9 新国内科医院 〒655-0003 078-782-2520医療法人社団　新国内新國　雅史 平11. 5. 1内   診療所
     神戸市垂水区小束山本町２丁目１常　勤:    1科医院　理事長　新國 組織変更 現存
     ０－２６ (医       1)　雅史 平29. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82208,0403,5 長耳鼻咽喉科医院 〒655-0004 078-782-8741長　寛正 長　寛正 平11. 8. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区学が丘４－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82308,0404,3 髙橋医院 〒655-0029 078-707-0101医療法人社団　髙橋医高橋　知三郎 平11.11.15循   消   内  診療所
     神戸市垂水区天ノ下町１－１－１常　勤:    1院　理事長　髙橋　知 移動 呼   現存
     ７５ (医       1)三郎 平29.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82408,0405,0 長谷川整形外科 〒655-0046 078-785-7877医療法人社団長谷川整長谷川　良一 平11.12.21整外 リウ リハ診療所
     神戸市垂水区舞子台６丁目１０－常　勤:    1形外科　理事長　長谷 組織変更 現存
     １３ (医       1)川　良一 平29.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82508,0406,8 星島整形外科・リハビ〒655-0029 078-707-0001星島　一夫 星島　一夫 平12. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     リテーション 神戸市垂水区天ノ下町５－３ 常　勤:    1 交代 外   眼   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82608,0407,6 井尻整形外科 〒655-0893 078-704-5055井尻　愼一郎 井尻　愼一郎 平12. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市垂水区日向１丁目４－１レ常　勤:    1 新規 現存
     バンテ垂水１番館２階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82708,0410,0 村井眼科 〒655-0893 078-707-9528小坂　敏哉 小坂　敏哉 平12. 3.21眼   診療所
     神戸市垂水区日向１－４－１－２常　勤:    1 移動 現存
     ０１ (医       1) 平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82808,0412,6 ともつ耳鼻咽喉科医院〒655-0893 078-709-3334医療法人社団ともつ耳鞆津　尚夫 平12. 3.21耳い 気食 診療所
     神戸市垂水区日向１丁目４番１－常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     ２０２号 (医       1)　鞆津　尚夫 平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82908,0414,2 高階医院 〒655-0006 078-781-8469医療法人社団高階医院高階　正博 平12. 5. 1外   胃   整外診療所
     神戸市垂水区本多聞２丁目３－５常　勤:    1　理事長　高階　正博 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83008,0416,7 藤原内科・循環器科 〒655-0046 078-782-2121医療法人社団　藤原内藤原　克昌 平12. 6. 1内   循   診療所
     神戸市垂水区舞子台８丁目７－５常　勤:    2科・循環器科　理事長 移動 現存
     (医       2)　藤原　克昌 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83108,0418,3 木村整形外科リウマチ〒655-0004 078-786-5688木村　眞二 木村　眞二 平12. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 神戸市垂水区学が丘４丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83208,0419,1 おぎの小児科神経内科〒655-0893 078-705-5400医療法人社団惠仁会　岸本　芽子 平12. 7. 1小   診療所
     クリニック 神戸市垂水区日向２丁目１－２９常　勤:    1理事長　荻野　美惠子 新規 現存
     日向ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83308,0420,9 立花整形外科 〒655-0041 078-787-5717医療法人社団立花整形立花　敏弘 平12. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市垂水区神陵台２丁目３－１常　勤:    1外科　理事長　立花　 組織変更 現存
     ５ (医       1)敏弘 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83408,0421,7 泌尿器科中井クリニッ〒655-0026 078-706-7217中井　誠 中井　誠 平12.11. 1ひ   性   診療所
     ク 神戸市垂水区陸ノ町１－２サン＆常　勤:    1 新規 現存
     サンビル３０２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83508,0423,3 井口小児科内科医院 〒655-0004 078-785-0023井口　優子 井口　優子 平13. 2. 1小   内   診療所
     神戸市垂水区学が丘４丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83608,0424,1 神戸掖済会病院 〒655-0004 078-781-7811一般社団法人日本海員島津　敬 平13. 3. 1一般       325病院
     神戸市垂水区学が丘１丁目２１－常　勤:   55掖済会　会長　谷山　 移動 内   呼内 外  現存
     １ (医      55)將 平25. 3. 1形外 リウ 小  
     非常勤:    4 整外 脳外 皮  
     (医       4) ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   病理 
     腎内糖内消内循
     内血外乳外、外
     （癌化）肛外救
     急消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83708,0425,8 池垣クリニック 〒655-0029 078-707-2828医療法人社団池垣クリ池垣　なつ 平13. 4. 1外   整外 胃  診療所
     神戸市垂水区天ノ下町１１－７ 常　勤:    1ニック　理事長　池垣 組織変更 皮   麻   現存
     (医       1)　なつ 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83808,0428,2 川崎医院 〒655-0027 078-706-7337川崎　浩史 川崎　浩史 平13.10. 1外   こう 消  診療所
     神戸市垂水区神田町４－３２第一常　勤:    1 新規 現存
     カンタチオビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83908,0430,8 医療法人社団菫会名谷〒655-0852 078-793-7788医療法人社団菫会　理高橋　良典 平13.12. 1一般 病院
     (08,0227,4) 病院 神戸市垂水区名谷町字梨原２３５常　勤:    8事長　前田　章 新規     一般    60現存
     ０－２ (医       7) 平25.12. 1療養
     (歯       1)     療養    52
     非常勤:   26 外   整外 内  
     (医      26) 放   リハ 歯  
     小歯 ひ   脳外
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84008,0431,6 佐々木クリニック 〒655-0038 078-785-5265医療法人社団佐々木ク佐々木　弘智 平13.12. 1外   診療所
     神戸市垂水区星陵台５丁目３－１常　勤:    2リニック　理事長　佐 組織変更 糖尿病内科、胃現存
     (医       2)々木　弘智 平25.12. 1腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84108,0433,2 藤本耳鼻咽喉科医院 〒655-0048 078-783-8741医療法人社団　藤本耳藤本　一弘 平14. 2. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目３－５常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     ２ (医       1)　藤本　一弘 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84208,0434,0 文生クリニック 〒655-0852 078-709-2399佐々木　文生 佐々木　文生 平14. 3. 1外   循   整外診療所
     神戸市垂水区名谷町北野１９２３常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84308,0435,7 花田神経内科クリニッ〒655-0047 078-785-3156医療法人社団　花田神花田　進 平14. 4. 1精   心内 診療所
     ク 神戸市垂水区東舞子町９－９マリ常　勤:    1経内科クリニック　理 組織変更 現存
     タイム舞子２０１ (医       1)事長　花田　進 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84408,0437,3 飯田耳鼻咽喉科 〒655-0047 078-782-6284飯田　正 飯田　正 平14. 4. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区東舞子町１４－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84508,0439,9 飯村医院 〒655-0006 078-781-1281飯村　正彦 飯村　正彦 平14. 6. 1外   内   胃  診療所
     神戸市垂水区本多聞２丁目３４－常　勤:    1 組織変更 こう リハ 現存
     ４ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84608,0441,5 星島眼科医院 〒655-0029 078-707-9000星島　佳容子 星島　佳容子 平14. 8. 1眼   診療所
     神戸市垂水区天ノ下町５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84708,0443,1 福武内科クリニック 〒655-0035 078-708-0881福武　尚重 福武　尚重 平14.12. 1内   循   診療所
     神戸市垂水区五色山３丁目５－２常　勤:    1 新規 現存
     １五色山コンフォートビル２階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84808,0444,9 今村クリニック 〒655-0027 医療法人社団　颯陽会今村　一陽 平14.12. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市垂水区神田町２－２６ 常　勤:    1　理事長　今村　一陽 移動 休止
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84908,0445,6 英ウイメンズクリニッ〒655-0893 078-704-5077医療法人社団　英ウィ伊藤　宏一 平15. 1. 1産婦 診療所
     ク 神戸市垂水区日向１丁目４番１レ常　勤:    2メンズクリニック　理 組織変更 現存
     バンテ垂水１番館２階 (医       2)事長　塩谷　雅英 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85008,0446,4 水間医院 〒655-0027 078-707-3300津田　能康 津田　能康 平15. 2. 1胃   内   循  診療所
     神戸市垂水区神田町２－３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85108,0449,8 内科すぎおクリニック〒655-0894 078-753-4641杉尾　斗志子 杉尾　斗志子 平15. 4. 1内   診療所
     神戸市垂水区川原３－１－１１川常　勤:    1 交代 現存
     原ビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85208,0450,6 山﨑内科 〒655-0012 078-704-5100医療法人社団　山﨑内山﨑　亨 平15. 5. 1内   循   診療所
     神戸市垂水区向陽１丁目１番２３常　勤:    1科　理事長　山﨑　亨 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85308,0453,0 下荒神医院 〒655-0033 078-709-3232下荒神　武 下荒神　武 平15. 8.21内   心内 麻  診療所
     神戸市垂水区旭が丘２丁目３番７常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平27. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85408,0457,1 山下診療所 〒655-0871 078-755-0601医療法人社団緑風会　山下　長司郎 平16. 1. 1循   外   リハ診療所
     神戸市垂水区松風台１丁目１２番常　勤:    1理事長　山下　長司郎 組織変更 現存
     １７号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85508,0458,9 安木眼科 〒655-0039 078-705-5060医療法人社団安木眼科安木　一雄 平16. 5. 1眼   診療所
     神戸市垂水区霞ケ丘７丁目８番２常　勤:    1　理事長　安木　一雄 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85608,0459,7 近藤内科医院 〒655-0016 078-709-5807医療法人社団近藤内科近藤　千香子 平16. 5. 1内   小   循  診療所
     神戸市垂水区高丸７丁目７番２４常　勤:    2医院　理事長　近藤　 移動 呼   消   現存
     号 (医       2)七郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85708,0461,3 やまもと小児科クリニ〒655-0038 078-787-2112山本　益嗣 山本　益嗣 平16.10. 1小   アレ 診療所
     ック 神戸市垂水区星陵台５丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ７アーバンビュー星陵台２０１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85808,0462,1 すぎた耳鼻咽喉科 〒655-0873 078-753-8585医療法人社団　すぎた杉多　雅美 平17. 3. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区青山台５丁目１番１常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     ７号 (医       1)杉多　雅美 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85908,0464,7 佐々木眼科 〒655-0027 078-707-2333医療法人社団　佐々木矢鳴　美奈子 平17. 7. 1眼   診療所
     神戸市垂水区神田町４番１３号 常　勤:    1眼科　理事長　矢鳴　 組織変更 現存
     (医       1)美奈子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86008,0466,2 すすむ会クリニック 〒655-0854 078-752-8811医療法人社団すすむ会緒方　正和 平17. 8. 1一般 診療所
     (08,0240,7) 神戸市垂水区桃山台５丁目１１１常　勤:    2　理事長　佐野　隆 新規     一般     9現存
     ６－１６ (医       1) 平29. 8. 1内   外   歯  
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86108,0468,8 川田内科クリニック 〒655-0026 078-708-0070川田　公一 川田　公一 平17.10. 1循   内   診療所
     神戸市垂水区陸ノ町２－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86208,0472,0 西本耳鼻咽喉科 〒655-0041 078-783-2208西本　幸保 西本　幸保 平18. 4. 1耳い 診療所
     神戸市垂水区神陵台７－４－１５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  86308,0474,6 黒田医院 〒655-0893 078-707-8022医療法人社団　黒田医黒田　良平 平18. 6. 1内   循   診療所
     神戸市垂水区日向１－４－１－２常　勤:    1院　理事長　黒田　良 組織変更 現存
     １１号レバンテ１番館２Ｆ (医       1)平 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86408,0475,3 ドマーニ神戸クリニッ〒655-0006 078-787-2700宮武　博明 宮武　博明 平18. 7. 1内   呼   外  診療所
     ク 神戸市垂水区本多聞３丁目１番３常　勤:    1 交代 現存
     ７号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86508,0477,9 眼科京平アイクリニッ〒655-0006 078-786-0410井沢　京平 井沢　京平 平18. 9. 1眼   診療所
     ク 神戸市垂水区本多聞２－２９－６常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86608,0479,5 安藤クリニック 〒655-0872 078-751-3033安藤　誠 安藤　誠 平19. 1. 1内   循   小  診療所
     神戸市垂水区塩屋町４－２－１０常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86708,0480,3 竹森レディースクリニ〒655-0046 078-766-3990竹森　正幸 竹森　正幸 平19. 2. 1産婦 診療所
     ック 神戸市垂水区舞子台２丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ミサキメディカルビル２階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86808,0481,1 まつざきクリニック 〒655-0863 078-751-2100松崎　秀司 松崎　秀司 平19. 3. 1一般 診療所
     神戸市垂水区塩屋北町２丁目２４常　勤:    1 新規     一般    19現存
     番地８ (医       1) 平25. 3. 1内   外   麻  
     非常勤:    4 リハ 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86908,0482,9 塩屋王子クリニック 〒655-0872 078-755-1535医療法人社団王子会　許林　友璃 平19. 3. 1内   循   診療所
     神戸市垂水区塩屋町４丁目２５番常　勤:    1理事長　鄒　美千代 新規 現存
     １１号 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87008,0483,7 楢林医院 〒655-0035 078-707-6123医療法人社団楢林医院楢林　尚 平19. 2. 1一般 診療所
     神戸市垂水区五色山３丁目２番１常　勤:    1　理事長　楢林　尚 組織変更     一般     2現存
     号 (医       1) 平25. 2. 1内   呼内 
     ②消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87108,0485,2 にしかげ内科クリニッ〒655-0011 078-706-6500医療法人社団　あおぞ西影　裕文 平19. 4. 1内   他   診療所
     ク 神戸市垂水区千鳥が丘三丁目１９常　勤:    1ら会　理事長　西影　 組織変更 現存
     番９号 (医       1)裕文 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87208,0487,8 てい小児科クリニック〒655-0003 078-784-1120鄭　輝男 鄭　輝男 平19. 5. 1小   診療所
     神戸市垂水区小束山本町３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番２８号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87308,0489,4 でぐち内科クリニック〒655-0039 078-704-3388出口　賢司 出口　賢司 平19. 7. 1内   診療所
     神戸市垂水区霞ケ丘７丁目４－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87408,0492,8 やまぐちクリニック 〒655-0033 078-708-2522医療法人おひさま会　山口　高秀 平20. 3. 1外   診療所
     神戸市垂水区旭が丘１丁目９番６常　勤:    5理事長　山口　高秀 組織変更 緩和ケア内科 現存
     ０号 (医       5) 平26. 3. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87508,0493,6 メディクス舞子クリニ〒655-0036 078-704-5045医療法人社団　和啓会 田　一仁 平20. 6. 1内   精   診療所
     ック 神戸市垂水区海岸通１１番９７　常　勤:    1　理事長　高橋　周二 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87608,0495,1 たかだ内科クリニック〒655-0047 078-781-8188高田　雅美 高田　雅美 平20. 9. 1内   リウ 診療所
     神戸市垂水区東舞子町１０－１テ常　勤:    1 新規 現存
     ィオ舞子１０９ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87708,0499,3 永安心療クリニック 〒655-0028 078-708-7023永安　茂雄 永安　茂雄 平20.12.13精   心内 診療所
     神戸市垂水区宮本町３－３０－４常　勤:    1 交代 現存
     ０１ (医       1) 平26.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87808,0502,4 仁木内科医院 〒655-0006 078-787-7020仁木　敏晴 仁木　敏晴 平21. 5. 1内   消   他  診療所
     神戸市垂水区本多聞２－２－３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87908,0503,2 藤井内科クリニック 〒655-0853 078-707-5588医療法人社団藤井内科藤井　芳夫 平21. 5. 1内   診療所
     神戸市垂水区つつじが丘四丁目８常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番地の１ (医       1)藤井　芳夫 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88008,0504,0 前川内科・リウマチ科〒655-0026 078-747-0181前川　宗一郎 前川　宗一郎 平21. 6. 1内   リウ アレ診療所
     神戸市垂水区陸ノ町２－３－２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88108,0505,7 こはや脳神経外科クリ〒655-0026 078-704-3121小早　徳正 小早　徳正 平21. 6. 1脳外 診療所
     ニック 神戸市垂水区陸ノ町２－３－１０常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 6. 1
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  88208,0506,5 くぼクリニック 〒655-0003 078-784-0770医療法人社団くぼクリ久保　清景 平21. 6. 1外   リハ 診療所
     神戸市垂水区小束山本町３－２－常　勤:    1ニック　理事長　久保 組織変更 循環器内科 現存
     ２８ (医       1)　清景 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88308,0507,3 いのうえ眼科 〒655-0048 078-747-0722井上　祐介 井上　祐介 平21. 9. 1眼   診療所
     神戸市垂水区西舞子２丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88408,0508,1 ディアージュ神戸クリ〒655-0004 078-705-1192中濵　肇 中濵　肇 平21.10. 1内   診療所
     ニック 神戸市垂水区学が丘５丁目１番４常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88508,0509,9 三浦内科 〒655-0007 078-781-7172三浦　正樹 三浦　正樹 平21.11. 1内   消   他  診療所
     神戸市垂水区多聞台２丁目２番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88608,0510,7 梅本消化器クリニック〒655-0884 078-755-0580梅本　善哉 梅本　善哉 平21.12.10胃   外   こう診療所
     神戸市垂水区城が山１丁目１０－常　勤:    1 移動 現存
     ２０ (医       1) 平27.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88708,0512,3 森川ペインクリニック〒655-0893 078-754-6880森川　修 森川　修 平23. 2. 1麻   他   診療所
     神戸市垂水区日向２丁目６番地３常　勤:    1 交代 現存
     ６号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88808,0513,1 おじま眼科クリニック〒655-0893 078-704-6181医療法人社団おじま眼尾島　知成 平23. 2. 1眼   診療所
     神戸市垂水区日向２丁目１番４号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     垂水駅前ゴールドビル３階 (医       1)　尾島　知成 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88908,0514,9 内山クリニック 〒655-0884 078-755-2822医療法人社団内山クリ内山　敏行 平23. 5. 1内   診療所
     神戸市垂水区城が山１丁目１４番常　勤:    1ニック　理事長　内山 移動 現存
     １３－１号 (医       1)　敏行 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89008,0515,6 なかたに皮フ科クリニ〒655-0003 078-785-4112医療法人社団なかたに仲谷　順正 平23. 6. 1皮   診療所
     ック 神戸市垂水区小束山本町３丁目２常　勤:    1皮フ科クリニック　理 組織変更 現存
     番２８号 (医       1)事長　仲谷　順正 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89108,0516,4 つかもと形成外科・創〒655-0893 078-742-7792塚本　金作 塚本　金作 平23. 8. 1形外 他   診療所
     傷クリニック 神戸市垂水区日向二丁目２－４垂常　勤:    1 新規 現存
     水日向ビル２０２号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89208,0518,0 小池クリニック 〒655-0017 078-707-9861小池　隆史 小池　隆史 平24. 7. 1内   診療所
     神戸市垂水区上高丸１－７－５２常　勤:    1 その他 現存
     ジャルダン垂水１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89308,0519,8 森田整形外科 〒655-0886 078-753-1888森田　通 森田　通 平24.10. 1整外 リハ 診療所
     神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口６常　勤:    1 新規 現存
     ３８－１ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89408,0520,6 くさわけ整形外科 〒655-0006 078-647-8889草別　秀行 草別　秀行 平24.11. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市垂水区本多聞２丁目２－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89508,0521,4 武村内科 〒655-0892 078-708-0991医療法人社団敬生会　武村　憲治 平24.11. 1内   胃   小  診療所
     神戸市垂水区平磯４丁目４番１９常　勤:    1理事長　武村　憲治 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89608,0522,2 しもかどクリニック 〒655-0892 078-704-5201医療法人社団　藍蒼会生良　妙子 平24.12.21他   診療所
     神戸市垂水区平磯４丁目３番２１常　勤:    1　理事長　下門　清志 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24.12.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89708,0523,0 北瀬循環器科内科 〒655-0026 078-708-3800医療法人社団北瀬循環北瀬　裕敏 平25. 4. 8内   診療所
     神戸市垂水区陸ノ町１番２号　 常　勤:    1器科内科　理事長　北 組織変更 現存
     (医       1)瀬　裕敏 平25. 4. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89808,0524,8 すやま眼科 〒655-0047 078-785-1220陶山　洋志 陶山　洋志 平25. 6. 1眼   診療所
     神戸市垂水区東舞子町１０－１テ常　勤:    1 新規 現存
     ィオ舞子７階　７０２号室 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89908,0525,5 しもかど腎透析クリニ〒655-0017 078-709-7900医療法人社団　藍蒼会下門　清志 平25. 9. 1人工透析内科 診療所
     ック 神戸市垂水区上高丸１丁目８番１常　勤:    2　理事長　下門　清志 新規 現存
     ６号　春美ビル３階・４階 (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90008,0526,3 みね皮ふ科クリニック〒655-0027 078-707-4374峯垣　裕介 峯垣　裕介 平25. 9. 1皮   アレ 診療所
     神戸市垂水区神田町４－１３ミク常　勤:    1 新規 現存
     ニビル３階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90108,0527,1 あきメンタルクリニッ〒655-0027 078-708-2770藤田　晶子 藤田　晶子 平25. 9. 1心内 精   診療所
     ク 神戸市垂水区神田町４－１３　ミ常　勤:    1 新規 現存
     クニビル５階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90208,0528,9 中嶋医院 〒655-0032 078-706-5800中嶋　泰典 中嶋　泰典 平26. 5. 1内   呼内 診療所
     神戸市垂水区星が丘２丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90308,0529,7 やまかわ消化器クリニ〒655-0893 078-704-3536医療法人社団やまかわ山川　眞 平26. 5. 1外   診療所
     ック 神戸市垂水区日向２丁目１番４－常　勤:    1消化器クリニック　理 組織変更 消化器内科　肛現存
     ２０１号 (医       1)事長　山川　眞 平26. 5. 1門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90408,0530,5 橋本内科クリニック 〒655-0052 078-781-3650医療法人社団橋本内科橋本　英隆 平26. 6. 1内   リウ 診療所
     神戸市垂水区舞多聞東三丁目２番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 糖尿病内科 現存
     １４号 (医       1)橋本　英隆 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90508,0532,1 山崎医院 〒655-0016 078-707-2700山崎　充彦 山崎　充彦 平27. 1. 2内   診療所
     神戸市垂水区高丸１－２－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90608,0533,9 神田アイクリニック 〒655-0027 078-706-1871忽那　留美 忽那　留美 平27. 3. 1眼   診療所
     神戸市垂水区神田町２－２９山陽常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90708,0534,7 深水内科医院 〒655-0007 078-782-0016医療法人社団　深水内深水　眞知子 平27. 4. 1内   診療所
     神戸市垂水区多聞台４丁目１２２常　勤:    1科医院　理事長　深水 移動 ②消化器内科　現存
     番 (医       1)　眞知子 平27. 4. 1③糖尿病内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90808,0535,4 かんの整形外科 〒655-0893 078-708-1232医療法人社団　かんの神納　英治 平27. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市垂水区日向２丁目１番４　常　勤:    1整形外科　理事長　神 組織変更 現存
     １０２号室 (医       1)納　英治 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90908,0537,0 神戸市西部療育センタ〒655-0016 078-708-0572神戸市　神戸市長　久加藤　威 平27. 5. 1小   診療所
     ー診療所 神戸市垂水区高丸８丁目１１番１常　勤:    1元　喜造 新規 小児整形外科 現存
     ４号　２階 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91008,0538,8 勝野クリニック 〒655-0884 078-753-8517勝野　広嗣 勝野　広嗣 平27. 5. 1内   皮   形外診療所
     神戸市垂水区城が山１丁目７－３常　勤:    1 その他 ②消化器内科　現存
     ブリック・ブロック (医       1) 平27. 5. 1③肝臓内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91108,0539,6 佐々木内科医院 〒655-0046 078-787-2115医療法人社団　佐々木佐々木　徹 平27. 5. 1内   診療所
     神戸市垂水区舞子台二丁目９番１常　勤:    1内科医院　理事長　佐 組織変更 腎臓内科　糖尿現存
     ０号ミサキメディカルビル３Ｆ (医       1)々木　徹 平27. 5. 1病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91208,0540,4 ふくはら乳腺クリニッ〒655-0029 078-705-1108福原　稔之 福原　稔之 平27. 9. 1乳腺外科 診療所
     ク 神戸市垂水区天ノ下町１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     ５６ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91308,0541,2 てらしま内科クリニッ〒655-0027 078-708-0035寺島　幹雄 寺島　幹雄 平27. 9. 1内   心内 診療所
     ク 神戸市垂水区神田町２－３３第２常　勤:    1 新規 現存
     カンタチオビル３Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91408,0542,0 よねむらクリニック 〒655-0873 078-754-6506米村　篤 米村　篤 平28. 1. 1内   診療所
     神戸市垂水区青山台７丁目７－１常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     －４階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91508,0543,8 かわクリニック 〒655-0044 078-781-1838川　浩介 川　浩介 平28. 6. 1内   外   リハ診療所
     神戸市垂水区舞子坂３丁目１６番常　勤:    1 交代 ②消化器内科 現存
     １２号 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91608,0544,6 山本医院 〒655-0041 078-783-0565山本　博文 山本　博文 平28. 7.30内   診療所
     神戸市垂水区神陵台７丁目４－１常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平28. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91708,0545,3 尾﨑整形外科 〒655-0038 078-783-7100尾﨑　卓郎 尾﨑　卓郎 平28.10. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市垂水区星陵台５丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91808,0546,1 森　医院 〒655-0872 078-752-3000森　可智 森　可智 平28. 9. 1内   小   診療所
     神戸市垂水区塩屋町４丁目２５－常　勤:    2 交代 ②循環器内科 現存
     １９ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91908,0547,9 まつお心療内科クリニ〒655-0893 078-704-6266医療法人社団　洛信会松尾　信二 平28. 9. 1精   心内 診療所
     ック 神戸市垂水区日向二丁目１番４垂常　勤:    1　理事長　松尾　信二 組織変更 現存
     水駅前ゴールドビル２階２０２号(医       1) 平28. 9. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92008,0548,7 医療法人社団　阿部医〒655-0041 078-787-7722医療法人社団　阿部医西原　相宗 平29. 1. 1外   リハ 診療所
     院　希望の丘クリニッ神戸市垂水区神陵台７丁目４－１常　勤:    1院　理事長　阿部　申 新規 ②消化器外科 現存
     ク ３ (医       1)次 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92108,0549,5 いけだ皮フ科クリニッ〒655-0047 078-785-1221池田　哲哉 池田　哲哉 平29. 3. 1皮   形外 アレ診療所
     ク 神戸市垂水区東舞子町１０－１　常　勤:    1 新規 現存
     ６０１－１ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92208,0551,1 みむら内科クリニック〒655-0051 078-784-6011三村　純 三村　純 平29. 4. 1内   診療所
     神戸市垂水区舞多聞西５－１－３常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92308,0552,9 こんどう泌尿器科クリ〒655-0047 078-785-8686近藤　有 近藤　有 平29. 5. 1ひ   診療所
     ニック 神戸市垂水区東舞子町１０－１Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     ｉｏ舞子６階　６０１－２ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92408,0553,7 すずき脳神経外科・認〒655-0003 078-798-7155鈴木　壽彦 鈴木　壽彦 平29. 6. 1脳外 診療所
     知症クリニック 神戸市垂水区小束山本町３－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92508,0554,5 あいはら子どもクリニ〒655-0893 078-705-0415医療法人社団　あいは相原　浩輝 平29. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 神戸市垂水区日向１丁目４番１号常　勤:    1ら子どもクリニック　 組織変更 現存
     レバンテ垂水１番館２Ｆ (医       1)理事長　相原　浩輝 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92608,0555,2 森本産婦人科クリニッ〒655-0051 078-786-1103森本　規之 森本　規之 平29. 6. 1一般 診療所
     ク 神戸市垂水区舞多聞西５丁目１－常　勤:    1 新規     一般    15現存
     ７ (医       1) 平29. 6. 1産婦 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92708,0556,0 小川内科クリニック 〒655-0003 078-783-8822小川　雄史 小川　雄史 平29. 6. 1内   診療所
     神戸市垂水区小束山本町３－１－常　勤:    1 新規 ②消化器内科 現存
     ２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92808,0557,8 医療法人社団恵友会　〒655-0051 078-787-3753医療法人社団　恵友会鈴木　美奈子 平29. 9. 1産婦 診療所
     みなこレディースクリ神戸市垂水区舞多聞西６丁目１番常　勤:    1　理事長　久保　寛倫 新規 現存
     ニック 地の１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92908,0558,6 医療法人社団　順心会〒655-0874 078-752-9300医療法人社団　順心会大澤　和弘 平29.11. 1一般        68病院
     　大澤病院 神戸市垂水区美山台３丁目１８番常　勤:    5　理事長　栗原　英治 その他 外   内   整外現存
     １２号 (医       5) 平29.11. 1眼   皮   
     非常勤:   21 肛門外科　脳神
     (医      21) 経外科　胃腸外
     科　循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93008,0559,4 鈴木クリニック 〒655-0006 078-781-8720医療法人　鈴木クリニ鈴木　康徳 平30. 1. 1内   放   診療所
     神戸市垂水区本多聞２丁目１２－常　勤:    1ック　理事長　鈴木　 組織変更 ①胃腸内 現存
     ２０ (医       1)康徳 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93108,0560,2 山わきアイクリニック〒655-0051 078-747-0830山脇　敬博 山脇　敬博 平30. 5. 1眼   診療所
     神戸市垂水区舞多聞西５丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ノアすこやかプラザ舞多聞クリ(医       1) 平30. 5. 1
     ニックモール１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93208,0561,0 京谷心療医院 〒655-0027 078-707-6880京谷　泰明 京谷　泰明 平30. 4. 1精   心内 診療所
     神戸市垂水区神田町２－９－２０常　勤:    1 その他 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93308,0562,8 高橋クリニック 〒655-0881 078-751-8080医療法人社団　高橋ク高橋　完治 平30. 5. 1外   診療所
     神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口７常　勤:    1リニック　理事長　高 組織変更 ①消化器内科 現存
     ０７番地の１ (医       1)橋　完治 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93408,0563,6 とみさわクリニック 〒655-0853 078-709-5151医療法人社団　とみさ冨澤　宗樹 平30. 5. 1内   診療所
     神戸市垂水区つつじが丘二丁目２常　勤:    1わクリニック　理事長 組織変更 循環器内科 現存
     １番地の１５ (医       1)　冨澤　宗樹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93508,0564,4 おいだクリニック 〒655-0881 078-753-0177種田　倫之 種田　倫之 平30. 6. 1皮   診療所
     神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口６常　勤:    2 新規 ①腎臓泌尿器科現存
     ３４－１－２０６ (医       2) 平30. 6. 1
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  93608,0565,1 医院 〒655-0051 078-785-1929 　隆之 　隆之 平30. 6. 1内   小   診療所
     神戸市垂水区舞多聞西６丁目１－常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     １舞多聞１００年の杜メディカル(医       1) 平30. 6. 1
     モール１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93709,0018,9 医療法人　明和病院 〒663-8186 0798-47-1767医療法人　明和病院　山中　若樹 昭35.10.17一般       357病院
     (09,0082,1) 西宮市上鳴尾町４－３１ 常　勤:   84理事長　山中　若樹 内   呼内 外  現存
     (医      82) 平29.10.17呼外 整外 リハ
     (歯       2) 皮   形外 ひ  
     非常勤:   86 小   耳い 眼  
     (医      86) 産婦 放   麻  
     歯   歯外 
     他基本画面有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93809,0061,9 医療法人喜望会　谷向〒663-8215 0798-33-0345医療法人　喜望会　谷谷向　茂厚 昭35.10.17一般        92病院
     病院 西宮市今津水波町６－３０ 常　勤:   10向病院　理事長　谷向 結核        28現存
     (医      10)　茂厚 平29.10.17療養        60
     非常勤:   35 内   呼   外  
     (医      35) 麻   こう 消  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93909,0180,7 天理教撫順分教会附設〒662-0052 0798-22-1274宗教法人　天理教撫順深田　正代 昭35.11. 1内   小   放  診療所
     　撫順医院 西宮市霞町１番３４号 常　勤:    1分教会　代表役員　深 現存
     (医       1)田　勇 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94009,0181,5 関西学院保健館 〒662-0891 0798-54-6023学校法人　関西学院　久保田　稔 昭35.11. 1内   精   心内診療所
     (09,0425,2) 西宮市上ケ原１番町１番１５５号常　勤:    2理事長　宮原　明 皮   耳い 眼  現存
     (医       2) 平29.11. 1歯   
     非常勤:   16
     (医      14)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94109,0190,6 ＪＦＥスチール株式会〒662-0925 0798-26-5611ＪＦＥスチール株式会山崎　駿 昭35.11. 1内   診療所
     社西宮診療所 西宮市朝凪町１番５０号 常　勤:    2社　東日本製鉄所　労 現存
     (医       2)働人事部長　柴田　卓 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94209,0244,1 医療法人芳恵会　三好〒663-8112 0798-67-3505医療法人　芳恵会　三田中　恒雄 昭34.10. 1一般        60病院
     病院 西宮市甲子園口北町２４－９ 常　勤:    6好病院　理事長　岩坪 療養        78現存
     (医       6)　功 平28.10. 1内   外   整外
     非常勤:   21 リハ 神内 麻  
     (医      21) 循内　消内　消
     外　ペイン内　
     ペイン外　肛門
     外
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  94309,0271,4 医療法人内海慈仁会　〒651-1412 078-904-0721医療法人社団内海慈仁川嶋　祥樹 昭34. 3.18精神       370病院
     有馬病院 西宮市山口町下山口１６３７－５常　勤:   13会　理事長　内海　浩 精   神   心内現存
     (医      13)彦 平28. 3.18内   
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94409,0372,0 西宮すなご医療福祉セ〒663-8131 0798-47-4477社会福祉法人甲山福祉田中　勝治 昭42. 4. 1一般       180病院
     (09,0186,0) ンター 西宮市武庫川町２番９号 常　勤:    9センター　理事長　服 小   内   整外現存
     (医       9)部　英司 平30. 4. 1精   リハ 放  
     非常勤:    5 歯   
     (医       4) 神経小児科
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94509,0385,2 桝谷医院 〒662-0883 0798-52-6876桝谷　郁男 桝谷　郁男 昭43. 1. 1内   循   小  診療所
     西宮市上ケ原９番町１番１号 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94609,0396,9 石井診療所 〒662-0945 石井　博 石井　博 昭43. 9. 1内   小   診療所
     西宮市川東町１０番－２０　夙川常　勤:    1 現存
     グランドハイツ内 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94709,0411,6 安部内科医院 〒662-0035 安部　佶克 安部　佶克 昭44. 5. 1内   循   小  診療所
     西宮市若松町５番２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94809,0416,5 合瀬小児科医院 〒662-0832 0798-26-3682合瀬　徹 合瀬　徹 昭44. 9. 1小   診療所
     西宮市甲風園２丁目２番５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94909,0420,7 片山内科胃腸科 〒662-0822 片山　徹 片山　徹 昭44.12. 1内   消   診療所
     西宮市松籟荘７－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95009,0429,8 森下医院 〒662-0912 森下　敬司 森下　敬司 昭45. 6. 1内   小   診療所
     西宮市松原町８－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95109,0457,9 兵庫医科大学病院 〒663-8131 0798-45-6111学校法人　兵庫医科大難波　光義 昭60.11. 1一般       919特定機能
     (09,0324,7) 西宮市武庫川町１－１ 常　勤:  569学　理事長　新家　荘 精神        44病院
     (医     544)平 平24.11. 1内   精   呼  現存
     (歯      25) 消   循   小  
     非常勤:  309 外   整外 形外
     (医     296) 脳外 呼外 心外
     (歯      13) 小外 皮   産婦
     眼   耳い ひ  
     リハ 放   麻  
     リウ 歯   歯外
     神内 美外 アレ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95209,0510,5 フルヤ医院 〒662-0084 0798-72-9174古家　敏夫 古家　敏夫 昭51. 1. 1皮   診療所
     西宮市樋之池町１３－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95309,0515,4 柴田医院 〒662-0977 柴田　始宏 柴田　始宏 昭51. 4. 1内   小   アレ診療所
     西宮市神楽町５－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95409,0520,4 法西医院 〒662-0822 0798-51-0317法西　浩 法西　浩 昭51. 7. 1内   小   診療所
     西宮市松籟荘８－９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95509,0529,5 永瀬小児科内科医院 〒663-8113 永瀬　伸一 永瀬　伸一 昭52. 1. 1内   小   診療所
     西宮市甲子園口３丁目２７－１７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95609,0547,7 山戸外科医院 〒662-0863 0798-72-3323山戸　一晃 山戸　一晃 昭53. 6. 1一般    診療所
     西宮市室川町４－２３ 常　勤:    1 療養    現存
     (医       1) 平29. 6. 1外   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95709,0549,3 西本医院 〒662-0084 0798-72-6222西本　洋二 西本　洋二 昭53. 8. 1内   小   呼  診療所
     西宮市樋之池町２５－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95809,0556,8 高橋内科循環器科クリ〒662-0971 0798-26-3600高橋　秀平 高橋　秀平 昭54. 2. 1一般         9診療所
     ニック 西宮市和上町６－２２ 常　勤:    1 療養        10現存
     (医       1) 平30. 2. 1内   循   小  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95909,0594,9 江原産婦人科医院 〒663-8111 0798-67-1162江原　収 江原　収 昭56. 2. 1小   産婦 麻  診療所
     西宮市二見町９番１７号 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96009,0601,2 法貴眼科医院 〒662-0832 法貴　隆 法貴　隆 昭56. 6. 1眼   診療所
     西宮市甲風園１丁目１番５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96109,0610,3 岡崎産婦人科 〒663-8204 0798-67-8222岡崎　孝之進 岡崎　孝之進 昭56.12. 1一般         6診療所
     西宮市高松町１５番１０号 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96209,0612,9 杉本整形外科 〒662-0034 杦本　欣也 杦本　欣也 昭57. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市西田町３－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96309,0615,2 ビューハイツクリニッ〒662-0054 0798-23-4435坂尾　福光 坂尾　福光 昭57. 1.16内   小   診療所
     ク 西宮市大谷町１１－３５　Ｂ－２常　勤:    1 現存
     ０１ (医       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96409,0616,0 松浦皮膚科 〒663-8003 松浦　喜代 松浦　喜代 昭57. 2. 1皮   診療所
     西宮市上大市１丁目６－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96509,0634,3 阪神福祉センター診療〒651-1412 078-903-1667社会福祉法人　阪神福一色　弘 昭58.10. 1内   精   歯  診療所
     (09,0357,7) 所 西宮市山口町下山口１６５０番２常　勤:    2祉事業団　理事長　森 現存
     ８ (医       1)　進 平28.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96609,0636,8 白川外科胃腸科 〒651-1411 078-904-2020白川　勝 白川　勝 昭59. 2. 1内   胃   外  診療所
     西宮市山口町名来１丁目１５番１常　勤:    1 こう リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96709,0642,6 柴田クリニック 〒662-0977 0798-26-6731柴田　整宏 柴田　整宏 昭59. 9. 1放   診療所
     西宮市神楽町５番４号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96809,0644,2 吉岡医院 〒663-8177 0798-41-1121吉岡　正子 吉岡　正子 昭59.10. 1内   小   診療所
     西宮市甲子園七番町１６－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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  96909,0646,7 医療法人社団アガペ会〒662-0001 0798-73-5111医療法人社団アガペ会大鶴　昇 昭59.12.12一般        48病院
     (09,0377,5) 　アガペ甲山病院 西宮市甲山町５３－４ 常　勤:    4　理事長　大鶴　昇 療養       154現存
     (医       4) 平29.12.12内   外   整外
     非常勤:   12 皮   眼   リハ
     (医      11) 放   歯   精  
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97009,0649,1 社会医療法人渡邊高記〒662-0863 0798-74-2630社会医療法人　渡邊高佐々木　健陽 昭60. 2. 1一般       144病院
     念会　西宮渡辺病院 西宮市室川町１０－２２ 常　勤:   18記念会　理事長　佐々 療養        40現存
     (医      18)木　恭子 平30. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   68 脳外 心外 呼内
     (医      68) リウ リハ 精  
     心内 放   皮  
     麻   呼外 
     ②消内③消外⑦
     肛外⑨循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97109,0655,8 西宮市医師会診療所 〒662-0913 0798-26-9497一般社団法人　西宮市野口　貞夫 昭60.11. 1内   消   整外診療所
     西宮市染殿町８番３号 常　勤:    1医師会　会長　大江　 婦   眼   耳い現存
     (医       1)与喜子 平24.11. 1放   
     非常勤:   89
     (医      89)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97209,0658,2 金山診療所 〒651-1413 078-904-3461金山　忠弘 金山　忠弘 昭61. 1. 1内   小   外  診療所
     西宮市北六甲台２－１－８ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97309,0661,6 医療法人社団緑水会　〒669-1101 0797-84-8281医療法人社団緑水会　越智　豊 昭61. 2. 1療養       190病院
     北摂中央病院 西宮市塩瀬町生瀬１２８１－５ 常　勤:    2理事長　上嶋　 史 内   リハ 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97409,0663,2 池田内科 〒662-0812 0798-51-3232池田　清 池田　清 昭61. 5. 1内   消   放  診療所
     西宮市甲東園１丁目２番１２号甲常　勤:    1 現存
     東園千島ハイム１０２ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97509,0665,7 中川産婦人科クリニッ〒662-0866 0798-72-1153中川　壮平 中川　壮平 昭61. 8. 1一般    診療所
     ク 西宮市柳本町４番１６号 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97609,0673,1 松本整形外科診療所 〒663-8228 0798-35-5535松本　憲 松本　憲 昭62. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市今津二葉町１番２４号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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  97709,0684,8 松澤整形外科 〒662-0978 0798-33-4181松澤　隆 松澤　隆 昭63. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市産所町１５－１４　西宮ロ常　勤:    1 現存
     イヤルビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97809,0686,3 はりま小児科 〒663-8135 0798-41-9936播磨　良一 播磨　良一 昭63. 3. 1小   アレ 診療所
     西宮市上田西町３ー４３ー００２常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97909,0688,9 相生胃腸科外科クリニ〒663-8006 0798-51-0100相生　仁 相生　仁 昭63. 4. 1胃   外   こう診療所
     ック 西宮市段上町１丁目７－８ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98009,0692,1 坂口泌尿器科クリニッ〒662-0978 0798-34-3431坂口　強 坂口　強 昭63. 5. 1ひ   診療所
     ク 西宮市産所町１５－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98109,0694,7 髙岡皮膚科医院 〒662-0837 0798-71-8874髙岡　和子 髙岡　和子 昭63. 5. 1皮   診療所
     西宮市広田町９－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98209,0695,4 医療法人 恵会　三好〒663-8113 0798-67-0605医療法人 恵会　理事岩坪　淑子 昭63. 4. 1内   外   整外診療所
     医院 西宮市甲子園口２丁目２５番１号常　勤:    1長　岩坪　功 リハ 神内 現存
     (医       1) 平30. 4. 1循環器内科　消
     非常勤:    6 化器内科　消化
     (医       6) 器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98309,0697,0 伊熊整形外科 〒663-8135 0798-40-1350伊熊　貢秀 伊熊　貢秀 昭63. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市上田西町３－４３－００１常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98409,0699,6 広川内科クリニック 〒662-0845 0798-64-2707 川　恵一 川　恵一 昭63. 7. 1内   小   診療所
     西宮市神明町４－２６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98509,0702,8 井上内科医院 〒663-8111 0798-65-3008井上　憲一 井上　憲一 昭63. 7. 1内   胃   循  診療所
     西宮市二見町８番１９号ライオン常　勤:    1 現存
     ズマンション甲子園口二見町 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98609,0706,9 結城泌尿器科 〒662-0075 0798-74-7755結城　清之 結城　清之 平元. 2. 1ひ   診療所
     西宮市南越木岩町１０－１２バー常　勤:    1 現存
     ンフリート苦楽園１階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98709,0709,3 杉島内科小児科 〒663-8156 0798-41-5750杉島　悟司 杉島　悟司 平元. 1.25内   小   診療所
     西宮市甲子園綱引町８－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98809,0710,1 医療法人社団　大西医〒663-8152 0798-41-1727医療法人社団大西医院大西　光延 平元. 3. 1内   小   診療所
     院 西宮市甲子園町１０－３０ 常　勤:    1　理事長　大西　光延 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98909,0716,8 石本眼科医院 〒662-0971 0798-22-5464石本　まち子 石本　まち子 平元. 9. 1眼   診療所
     西宮市和上町６－１０　サンパー常　勤:    1 現存
     ルビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99009,0717,6 かにえ整形外科 〒663-8031 0798-64-6500蟹江　純一 蟹江　純一 平元. 9. 1整外 リハ 診療所
     西宮市伏原町７－１７　アルビオ常　勤:    1 現存
     ン西宮１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99109,0720,0 橋本医院 〒663-8154 0798-41-4133医療法人社団　橋本医橋本　邦生 平元. 8. 1内   小   放  診療所
     西宮市浜甲子園１丁目３－１０ 常　勤:    1院　理事長　橋本　邦 呼   循   現存
     (医       1)生 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99209,0721,8 平井眼科 〒663-8165 0798-46-5459医療法人社団　平井眼平井　健一 平元. 8. 1眼   診療所
     西宮市甲子園浦風町１８－２０ 常　勤:    1科　理事長　平井　健 現存
     (医       1)一 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99309,0722,6 山縣眼科医院 〒663-8114 0798-41-1526医療法人社団　山懸眼山縣　祥隆 平元. 8. 1眼   診療所
     西宮市上甲子園１丁目４－１１ 常　勤:    1科医院　理事長　山縣 現存
     (医       1)　祥隆 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99409,0724,2 都クリニック 〒663-8134 都　春基 都　春基 平元.10. 1胃   外   こう診療所
     西宮市上田中町１７－２６ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99509,0726,7 安藤耳鼻咽喉科医院 〒662-0075 0798-71-3039医療法人社団　安藤耳安藤　仁郎 平元. 9. 1耳い 診療所
     西宮市南越木岩町８番１８号 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 休止
     (医       1)　安藤　仁郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99609,0727,5 大岡内科医院 〒663-8141 0798-41-5211医療法人社団　真志会大岡　暉子 平元. 9. 1内   呼   消  診療所
     西宮市高須町２丁目１番１９－１常　勤:    1　理事長　大岡　暉子 放   現存
     ０３ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  99709,0728,3 医療法人社団　太陽健〒663-8113 0798-65-3600医療法人社団　太陽健新井　永実（李永実）平元. 9. 1療養    診療所
     康会サンクリニック 西宮市甲子園口３丁目３番３３号常　勤:    1康会　サンクリニック 整外 リハ リウ現存
     (医       1)　理事長　新井　永実 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99809,0729,1 かとう内科・外科・整〒662-0834 0798-67-3650医療法人社団　洋明会加藤　洋隆 平元.10. 1内   外   整外診療所
     形外科クリニック 西宮市南昭和町８－１６ 常　勤:    3　加藤外科医院　理事 リハ 麻   現存
     (医       3)長　加藤　肇三 平28.10. 1胃腸内科　肝臓
     非常勤:    1 内科　糖尿病内
     (医       1) 科　循環器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99909,0731,7 大植クリニック 〒663-8176 0798-46-0070医療法人社団　大植ク大植　春樹 平元.11. 1一般         4診療所
     西宮市甲子園六番町１９番１５号常　勤:    1リニック　理事長　大 内   現存
     (医       1)植　春樹 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100009,0732,5 谷口耳鼻咽喉科 〒662-0051 0798-23-3714医療法人社団　谷口耳石田　春彦 平元.11. 1耳い 診療所
     西宮市羽衣町８番１０号 常　勤:    2鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       2)　石田　春彦 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100109,0733,3 宮本クリニック 〒662-0978 0798-35-5071医療法人社団　平生会西庵　良彦 平元.11. 1内   診療所
     西宮市産所町１２番１３号 常　勤:    4　理事長　宮本　孝 現存
     (医       4) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100209,0735,8 高橋内科医院 〒663-8187 高橋　英夫 高橋　英夫 平元.10.27内   胃   小  診療所
     西宮市花園町１０－２２ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100309,0736,6 西山医院 〒662-0953 0798-34-2537医療法人社団西山医院西山　哲彦 平元.12. 1内   リハ 診療所
     西宮市堀切町５番１０号１０４ 常　勤:    1　理事長　西山　哲彦 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100409,0737,4 林田クリニック 〒662-0065 0798-74-2288医療法人社団和康会　林田　英隆 平元.12. 1内   小   外  診療所
     西宮市殿山町３番２８号 常　勤:    1林田クリニック　理事 リハ 現存
     (医       1)長　林田　英隆 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100509,0738,2 竹村医院レディスクリ〒662-0914 0798-33-0191竹村　喬 竹村　喬 平 2. 1. 1内   産婦 診療所
     ニック 西宮市本町９－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   109 頁

 100609,0740,8 奥田医院 〒663-8004 0798-54-0131医療法人社団　有心会奥田　哲 平 2. 2. 1内   循   放  診療所
     西宮市下大市東町４番３号 常　勤:    1　奥田医院　理事長　 現存
     (医       1)奥田　哲 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100709,0741,6 てい外科胃腸科 〒663-8165 0798-41-7333医療法人社団　てい外鄭　漢龍 平 2. 2. 1胃   外   皮ひ診療所
     西宮市甲子園浦風町１６番３５号 科・胃腸科　理事長　 放   現存
     鄭　漢龍 平29. 2. 1理学診療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100809,0742,4 西宮協立脳神経外科病〒663-8211 0798-33-2211医療法人社団　甲友会三宅　裕治 平 2. 2. 1一般       164病院
     院 西宮市今津山中町１１－１ 常　勤:   23　理事長　大村　武久 脳外 神内 内  現存
     (医      23) 平29. 2. 1整外 外   形外
     非常勤:   73 リハ リウ 麻  
     (医      73) 放   
     ⑦循環器内科⑫
     消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100909,0744,0 山縣皮膚科医院 〒663-8241 0798-26-1767山縣　正治 山縣　正治 平 2. 3. 1皮   診療所
     西宮市津門大塚町１番２５号メゾ常　勤:    1 現存
     ンドサンライズ２０１号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101009,0745,7 仁明会病院 〒662-0001 0798-71-3001一般財団法人仁明会　森村　安史 平 2. 3. 1精神       310病院
     (09,0408,8) 西宮市甲山町５３－２０ 常　勤:   13理事長　森村　安史 内   精   神内現存
     (医      12) 平29. 3. 1皮   歯   
     (歯       1)
     非常勤:   12
     (医       8)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101109,0747,3 森整形外科医院 〒662-0832 0798-66-0116医療法人社団　森整形森　亮介 平 2. 4. 1整外 リハ 放  診療所
     西宮市甲風園１丁目１２番１４号常　勤:    2外科医院　理事長　森 リウ 現存
     (医       2)　亮介 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101209,0749,9 みぞじりクリニック 〒663-8178 0798-40-5065溝尻　素子 溝尻　素子 平 2. 6. 1小   耳い アレ診療所
     西宮市甲子園八番町６－１５　ラ常　勤:    2 現存
     ファエラ甲子園２階 (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101309,0752,3 仁眼科医院 〒663-8184 0798-41-6520医療法人社団　仁眼科山本　修士 平 2. 5. 1眼   診療所
     西宮市鳴尾町３丁目１６番１６号常　勤:    5医院　理事長　山本　 現存
     (医       5)修士 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101409,0753,1 堅田医院 〒663-8154 0798-41-0408医療法人社団　堅田医堅田　均 平 2. 5. 1内   呼   循  診療所
     西宮市浜甲子園２丁目５番１２号常　勤:    1院　理事長　堅田　均 小   リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 101509,0754,9 エガワ診療所 〒663-8136 0798-46-6184医療法人社団　エガワ辰巳　美晶 平 2. 4.16内   小   皮  診療所
     西宮市笠屋町１５番１６号 常　勤:    1診療所　理事長　辰巳 現存
     (医       1)　美晶 平29. 4.16
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101609,0762,2 難波耳鼻咽喉科 〒663-8183 0798-46-6507医療法人社団難波耳鼻難波　仁 平 2. 9. 1耳い 診療所
     西宮市里中町３丁目１番５号 常　勤:    1咽喉科　理事長　難波 休止
     (医       1)　仁 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101709,0764,8 緒方整形外科医院 〒663-8183 0798-40-6058緒方　正雄 緒方　正雄 平 2.11. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市里中町１丁目７番１６号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101809,0765,5 中島耳鼻咽喉科 〒663-8104 0798-65-0011医療法人社団　中島耳倉増　咲織 平 2.11. 1耳い 診療所
     西宮市天道町２６番９号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　倉 現存
     (医       1)増　咲織 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101909,0766,3 松塚クリニック 〒663-8175 0798-47-6788医療法人社団松塚クリ松塚　敦子 平 2.12. 1皮   アレ 外  診療所
     西宮市甲子園五番町１３－２０ 常　勤:    1ニック　理事長　松塚 現存
     (医       1)　敦子 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102009,0768,9 眼科クリニックウヤマ〒663-8141 0798-40-7147宇山　悟 宇山　悟 平 3. 3. 1眼   診療所
     西宮市高須町２丁目１番１９－１ 現存
     ０２ 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102109,0769,7 佐古耳鼻咽喉科 〒663-8141 0798-42-0302貴田　雅子 貴田　雅子 平 3. 4. 1耳い 診療所
     西宮市高須町２丁目１番１９－１常　勤:    1 現存
     ０５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102209,0771,3 鍛治内科医院 〒662-0025 0798-72-2321鍛治　良一 鍛治　良一 平 3. 5. 1内   診療所
     西宮市北名次町５－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102309,0772,1 崎眼科医院 〒663-8134 0798-45-1084真崎　浩見 真崎　浩見 平 3. 5. 1眼   診療所
     西宮市上田中町３－４７　パスト常　勤:    1 現存
     ラル上田１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102409,0778,8 山下胃腸科外科 〒663-8103 0798-64-3546医療法人社団　山下胃山下　忠義 平 3. 6. 1一般    診療所
     西宮市熊野町１４番２号 常　勤:    1腸科外科　理事長　山 胃   外   こう現存
     (医       1)下　忠義 平30. 6. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102509,0779,6 大野眼科医院 〒662-0961 0798-34-6506医療法人社団大野眼科森川　公仁 平 3. 6. 1眼   診療所
     西宮市御茶家所町３番７号 常　勤:    1医院　理事長　大野　 現存
     (医       1)紀美江 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102609,0780,4 平本医院 〒662-0916 0798-22-2658医療法人社団平本医院平本　直之 平 3. 6. 1内   外   脳外診療所
     西宮市戸田町４番１号 常　勤:    1　理事長　平本　直之 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102709,0781,2 医療法人社団十和会　〒669-1141 0797-61-0638医療法人社団十和会南南堂　公平 平 3. 6. 1内   小   循  診療所
     南堂医院 西宮市名塩２ー６ー１ 常　勤:    1堂医院　理事長　南堂 現存
     (医       1)　公平 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102809,0783,8 森医院 〒662-0046 0798-33-0958森　博雄 森　博雄 平 3. 6.25内   小   放  診療所
     西宮市千歳町７－３７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102909,0786,1 保坂夙川診療所 〒662-0051 0798-23-7011医療法人社団　昭景会保坂　卓昭 平 3. 9. 1精   心内 神内診療所
     西宮市羽衣町６番３号 常　勤:    2　理事長　保坂　直昭 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103009,0788,7 大岡クリニック 〒663-8124 0798-41-8186医療法人社団真志会　中村　優子 平 3.10. 1一般    診療所
     西宮市小松南町１丁目１０－１５常　勤:    3理事長　大岡　暉子 内   呼内 現存
     (医       3) 平24.10. 1②消内　循内　
     糖内　肝内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103109,0789,5 松居耳鼻咽喉科 〒663-8134 0798-47-8541医療法人社団松居耳鼻松居　敏夫 平 3. 9. 1耳い 診療所
     西宮市上田中町３－４６ 常　勤:    1咽喉科　理事長　松居 現存
     (医       1)　敏夫 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103209,0791,1 阿波クリニック 〒662-0866 0798-73-2664阿波　純二 阿波　純二 平 3.11. 1内   循   診療所
     西宮市柳本町２－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103309,0792,9 志水医院 〒663-8184 0798-48-1414医療法人社団志水医院志水　孝久 平 3.10. 1胃   内   小  診療所
     西宮市鳴尾町２丁目９番１０号 常　勤:    1　理事長　志水　孝久 放   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103409,0793,7 奥平整形外科 〒662-0973 0798-36-5521奥平　哲 奥平　哲 平 3.12. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市田中町４番１８号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103509,0797,8 森クリニック 〒663-8177 0798-40-8888森　睦子 森　睦子 平 4. 1. 1内   消   循  診療所
     西宮市甲子園七番町１２ー３　エ常　勤:    1 現存
     クセルコート２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103609,0798,6 土井整形外科 〒663-8177 0798-47-1280土井　恭平 土井　恭平 平 4. 1. 1内   外   整外診療所
     西宮市甲子園七番町１２－３ 常　勤:    1 リハ リウ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103709,0801,8 栗本医院 〒663-8184 0798-47-5515栗本　貴志 栗本　貴志 平 4. 2. 1内   胃   外  診療所
     西宮市鳴尾町２丁目２６－２７ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103809,0802,6 秋山泌尿器科 〒662-0832 0798-64-0270医療法人社団　秋山泌秋山　喜久夫 平 4. 1. 1ひ   性   診療所
     西宮市甲風園１丁目１０番１１号常　勤:    1尿器科　理事長　秋山 現存
     　中村ビル３階 (医       1)　喜久夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103909,0805,9 相馬胃腸科医院 〒663-8204 0798-65-3160医療法人社団相馬胃腸相馬　猛 平 4. 4. 1内   胃   外  診療所
     西宮市高松町１１－１０ 常　勤:    2科医院　理事長　　相 皮   放   麻  現存
     (医       2)馬　猛 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104009,0806,7 医療法人社団　弘緑会〒662-0001 0798-70-2201医療法人社団弘緑会　板野　緑子 平 4. 4. 1内   小   整外診療所
     　板野甲山診療所 西宮市甲山町５３ 常　勤:    1理事長　板野　緑子 婦   循   神内現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104109,0808,3 笹生病院 〒662-0964 0798-36-8111医療法人社団　清和会笹生　幹夫 平 4. 7. 1一般       195病院
     西宮市弓場町５－３７ 常　勤:   18　理事長　笹生　幹夫 外   内   脳外現存
     (医      18) 平28. 7. 1整外 形外 心外
     非常勤:   67 ひ   呼内 呼外
     (医      67) 放   リハ 麻  
     循内　消内　消
     外　こう外　内
     視鏡内　内視鏡
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104209,0811,7 村松クリニック 〒662-0822 0798-54-2373村松　秀幸 村松　秀幸 平 4.11. 1外   整外 リハ診療所
     西宮市松籟荘１１－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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 104309,0813,3 浜甲子園　菊池診療所〒663-8143 0798-41-4530医療法人社団　浜甲子菊池　英彰 平 4.12. 1内   小   放  診療所
     西宮市枝川町１２－１ 常　勤:    1園　菊池診療所　理事 現存
     (医       1)長　菊池　英彰 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104409,0814,1 森耳鼻咽喉科医院 〒662-0812 0798-52-3387医療法人社団森耳鼻咽森　裕司 平 5. 1. 5耳い 診療所
     西宮市甲東園１丁目６－２７ 常　勤:    1喉科医院　理事長　森 現存
     (医       1)　裕司 平29. 1. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104509,0820,8 ほづ医院 〒663-8183 0798-45-2711保津　真一郎 保津　真一郎 平 5. 5. 1内   胃   リハ診療所
     西宮市里中町３丁目３－５　ロイ常　勤:    1 現存
     ヤルハイム里中１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104609,0830,7 おおのひでこ小児・ア〒663-8141 0797-23-5696大野　秀子 大野　秀子 平 5.12. 1小   アレ 診療所
     レルギー科 西宮市高須町２丁目１番１９ー２常　勤:    1 現存
     ０５ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104709,0831,5 風川医院 〒662-0825 0798-52-2018医療法人社団　風川医風川　四郎 平 5.11.24内   外   診療所
     西宮市門戸荘１８－１９ 常　勤:    2院　理事長　風川　四 ②循環器内科　現存
     (医       2)郎 平29.11.24消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104809,0832,3 牧原クリニック 〒663-8233 0798-23-6702医療法人社団牧原クリ牧原　寛之 平 5.12. 1精   神   診療所
     西宮市津門川町１２－１５ 常　勤:    1ニック　理事長　牧原 現存
     (医       1)　寛之 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104909,0835,6 甲子園診療所 〒663-8114 0798-22-4172医療法人社団甲子園診林　伸介 平 5.12. 1内   循   外  診療所
     西宮市上甲子園４丁目５－１５ 常　勤:    1療所　理事長　林　伸 消   現存
     (医       1)介 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105009,0836,4 日野小児科・内科医院〒662-0927 0798-35-1003医療法人社団日野小児日野　利治 平 5.12. 1内   小   診療所
     西宮市久保町１０番２６－１０４常　勤:    1科内科医院　理事長　 現存
     (医       1)日野　利治 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105109,0838,0 髙橋産婦人科クリニッ〒662-0971 0798-33-0150医療法人社団　髙橋産髙橋　秀元 平 6. 1. 1一般        16診療所
     ク 西宮市和上町６－２２ 常　勤:    3婦人科クリニック　理 産   婦   現存
     (医       3)事長　髙橋　秀元 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
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 105209,0840,6 前田耳鼻咽喉科医院 〒662-0868 0798-72-5963医療法人社団前田耳鼻前田　和雄 平 6. 4. 1耳い 診療所
     西宮市中屋町５番５号 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)前田　和雄 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105309,0842,2 上ケ原病院 〒662-0884 0798-52-2001医療法人財団樹徳会　大江　与喜子 平 6. 5. 1一般       100病院
     (09,0453,4) 西宮市上ケ原十番町１－８５ 常　勤:   13理事長　大江　与喜子 療養        24現存
     (医      13) 平30. 5. 1内   神内 小  
     非常勤:   38 外   整外 リハ
     (医      30) リウ 消   眼  
     (歯       8) 歯外 麻   精  
     他   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105409,0843,0 奥野内科医院 〒663-8012 0798-65-0077医療法人社団奥野内科奥野　達雄 平 6. 5. 1内   消   放  診療所
     西宮市堤町２－２６ 常　勤:    1医院　理事長　奥野　 現存
     (医       1)達雄 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105509,0848,9 高田上谷病院 〒651-1421 078-903-3333医療法人社団　幸泉会西川　育志 平 6. 7. 1一般        88病院
     西宮市山口町上山口４丁目２６番常　勤:    5　理事長　上谷　幸代 内   外   整外現存
     １４号 (医       5) 平24. 7. 1心外 呼外 リハ
     非常勤:   12 放   麻   リウ
     (医      12) ②消化器内科③
     循環器内科　人
     工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105609,0849,7 衣笠医院 〒662-0063 0798-72-2479衣笠　亨 衣笠　亨 平 6. 7. 3内   小   診療所
     西宮市相生町６－４０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105709,0850,5 広田皮膚科 〒663-8113 0798-63-6169廣田　さち子 廣田　さち子 平 6. 8. 1皮   診療所
     西宮市甲子園口３丁目３－１８ハ常　勤:    1 現存
     ックス甲子園口ビル２階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105809,0852,1 上垣耳鼻咽喉科 〒651-1421 078-903-4500上垣　克己 上垣　克己 平 6. 8. 1耳い 診療所
     西宮市山口町上山口３丁目３１番常　勤:    1 現存
     １号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105909,0864,6 田中皮フ科クリニック〒662-0972 0798-36-8811田中　功 田中　功 平 6.12. 1皮   アレ 診療所
     西宮市今在家町２－６　西島ビル常　勤:    1 現存
     ２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106009,0869,5 吉田泌尿器科 〒663-8136 0798-49-6771吉田　光宏 吉田　光宏 平 7. 1. 1ひ   診療所
     西宮市笠屋町１５－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 106109,0872,9 野村皮フ科 〒663-8183 0798-40-7872野村　政夫 野村　政夫 平 7. 2. 1皮   診療所
     西宮市里中町２－９－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106209,0875,2 イノイ皮フ科医院 〒662-0915 0798-35-8672猪井　孝 猪井　孝 平 7. 2. 1皮   アレ 診療所
     西宮市馬場町１－４　北本ビル３常　勤:    1 現存
     階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106309,0878,6 安岡クリニック 〒662-0074 0798-71-3985安岡　眞奈美 安岡　眞奈美 平 7. 5. 1内   診療所
     西宮市石刎町１５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106409,0884,4 谷口医院 〒663-8224 0798-45-5075谷口　賢蔵 谷口　賢蔵 平 7. 8. 1内   小   診療所
     西宮市今津真砂町１－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106509,0885,1 高木クリニック 〒663-8113 0798-66-0601高木　敬三 高木　敬三 平 7. 8. 1精   神   診療所
     西宮市甲子園口２丁目１－２４－常　勤:    1 現存
     １０２ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106609,0894,3 坂谷内科 〒662-0927 0798-33-6644医療法人社団　坂谷内坂谷　知泰 平 8. 1. 1内   診療所
     西宮市久保町８－５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 糖尿病内科 現存
     (医       1)　坂谷　知泰 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106709,0897,6 前田クリニック 〒663-8113 0798-67-6663前田　信証 前田　信証 平 8. 3. 1呼   循   外  診療所
     西宮市甲子園口３丁目１４－１ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106809,0898,4 甲子園口大久保眼科 〒663-8113 0798-66-8111大久保　潔 大久保　潔 平 8. 4. 1一般    診療所
     西宮市甲子園口３丁目９－１０ 常　勤:    2 眼   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106909,0899,2 西宮市応急診療所 〒662-0911 0798-32-0021西宮市長　石井　登志勝部　芳樹 平 8. 4.28内   小   診療所
     西宮市池田町１３番３ 常　勤:    2郎 現存
     (医       2) 平29. 4.28
     非常勤:  109
     (医     109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107009,0901,6 飯田整形外科 〒663-8106 0798-66-1672飯田　伊佐男 飯田　伊佐男 平 8. 7. 1整外 リハ 診療所
     西宮市大屋町７－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107109,0904,0 しおざき眼科 〒663-8215 0798-22-0204塩崎　陽一 塩崎　陽一 平 8. 7. 1眼   診療所
     西宮市今津水波町４－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107209,0906,5 園田内科 〒662-0075 0798-72-4601医療法人社団園田内科園田　邦央 平 8. 8. 1内   胃   循  診療所
     西宮市南越木岩町１４－７ 常　勤:    2　理事長　園田　邦央 ひ   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107309,0907,3 こじま小児科・循環器〒663-8106 0798-67-4555児嶋　茂男 児嶋　茂男 平 8. 9. 1循   小   診療所
     科 西宮市大屋町７－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107409,0909,9 片岡クリニック 〒662-0874 0798-73-0871医療法人社団片岡クリ片岡　敏樹 平 8. 9. 1外   リハ 診療所
     西宮市六軒町３番８－１０１号 常　勤:    1ニック　理事長　片岡 現存
     (医       1)　敏樹 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107509,0910,7 ジン医院 〒663-8141 0798-40-6091医療法人社団仁医会　陣　鋼民 平 8. 9. 1内   呼内 診療所
     西宮市高須町１丁目１－１２－２常　勤:    1理事長　陣　鋼民 胃腸内科　漢方現存
     ０５ (医       1) 平29. 9. 1内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107609,0911,5 堀田眼科 〒662-0017 0798-70-1919医療法人社団堀田眼科堀田　能婦子 平 8. 9. 1眼   診療所
     西宮市甲陽園西山町１－５４ 常　勤:    1　理事長　堀田　能婦 現存
     (医       1)子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107709,0912,3 松本内科クリニック 〒663-8022 0798-67-5103松本　渉 松本　渉 平 8.11. 1内   診療所
     西宮市日野町５－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107809,0917,2 いはらクリニック 〒663-8113 0798-68-2577井原　英有 井原　英有 平 9. 2. 1ひ   診療所
     西宮市甲子園口２丁目４－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107909,0918,0 山本医院 〒663-8184 0798-41-1029上辻　祥隆 上辻　祥隆 平 9. 1.24内   胃   外  診療所
     西宮市鳴尾町２丁目１９－６ 常　勤:    1 こう リハ 放  現存
     (医       1) 平30. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108009,0921,4 勝呂医院 〒662-0024 0798-72-1551医療法人社団勝呂医院勝呂　芳正 平 9. 5. 1内   外   小  診療所
     西宮市名次町３－１６ 常　勤:    1　理事長　勝呂　芳正 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 108109,0923,0 小山医院 〒663-8113 0798-67-4029医療法人社団　小山医小山　陽三 平 9. 6. 1内   小   アレ診療所
     西宮市甲子園口５丁目２－４ 常　勤:    1院　理事長　小山　陽 組織変更 皮   現存
     (医       1)三 平30. 6. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108209,0924,8 津田内科医院 〒662-0831 0798-51-7958医療法人社団津田内科津田　義三 平 9. 6. 1内   循   小  診療所
     西宮市丸橋町８－４９ 常　勤:    1　理事長　津田　義三 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108309,0926,3 山内医院 〒662-0812 0798-52-0306医療法人社団　山内医山内　崇義 平 9. 6. 1一般    診療所
     西宮市甲東園３－１－３７ 常　勤:    1院　理事長　山内　崇 組織変更 療養    現存
     (医       1)義 平30. 6. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108409,0929,7 いわたクリニック 〒663-8163 0798-40-8451岩田　隆 岩田　隆 平 9.10. 1脳外 リハ 診療所
     西宮市甲子園三保町５－１５ユー常　勤:    1 新規 現存
     セービル１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108509,0931,3 北垣クリニック 〒663-8134 0798-44-5258北垣　幸央 北垣　幸央 平 9.12. 1内   循   診療所
     西宮市上田中町７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108609,0932,1 高橋クリニック 〒663-8183 0798-45-1226医療法人社団高橋クリ高橋　正人 平10. 2. 1内   リハ 麻  診療所
     西宮市里中町３丁目１１－１１ 常　勤:    1ニック　理事長　高橋 組織変更 現存
     (医       1)　正人 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108709,0935,4 西田クリニック 〒662-0841 0798-68-3456西田　禎宏 西田　禎宏 平10. 4. 1胃   こう 外  診療所
     西宮市両度町６－２２ベルシャイ常　勤:    1 新規 他   現存
     ン西宮２０１号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108809,0939,6 医療法人社団西宮回生〒662-0957 0798-33-0601医療法人社団西宮回生井上　馨 平10. 4. 1一般        79病院
     病院 西宮市大浜町１番４号 常　勤:   10病院　理事長　武久　 組織変更 療養        43現存
     (医      10)洋三 平28. 4. 1内   外   小  
     非常勤:  115 整外 脳外 眼  
     (医     115) 皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108909,0940,4 田中整形外科クリニッ〒662-0075 0798-70-3625医療法人社団田中整形田中　眞一郎 平10. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 西宮市南越木岩町９番５号 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　田中　眞一郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109009,0941,2 三浦医院 〒663-8113 0798-66-0948医療法人社団　三浦医三浦　一樹 平10. 5. 1小   内   胃  診療所
     西宮市甲子園口２丁目１－３１ 常　勤:    1院　理事長　三浦　一 組織変更 外   現存
     (医       1)樹 平28. 5. 1
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 109109,0943,8 中川眼科 〒663-8113 0798-64-1483医療法人社団　成恵会中川　成則 平10. 5. 1眼   診療所
     西宮市甲子園口３丁目１５－１０常　勤:    1　中川眼科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)中川　成則 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109209,0947,9 田原クリニック 〒663-8106 0798-66-5118医療法人社団　田原ク田原　義和 平10. 5. 1内   小   アレ診療所
     西宮市大屋町３０－５ 常　勤:    1リニック　理事長　田 移動 現存
     (医       1)原　義和 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109309,0948,7 内科小児科たきぐち医〒663-8003 0798-57-2811滝口　憲生 滝口　憲生 平10. 6. 1内   小   診療所
     院 西宮市上大市１丁目５－２０メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ン甲東園１０３ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109409,0950,3 森眼科 〒662-0812 0798-57-2460森　健司 森　健司 平10. 7. 1眼   診療所
     西宮市甲東園１丁目６－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109509,0951,1 おがわこどもクリニッ〒662-0866 0798-73-7732小川　道子 小川　道子 平10. 8. 1小   アレ 診療所
     ク 西宮市柳本町１－２６ル・エスト常　勤:    1 新規 現存
     夙川Ⅰ号棟Ｂ室 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109609,0953,7 増田耳鼻咽喉科 〒663-8241 0798-36-8733増田　基子 増田　基子 平10. 9. 1耳い 診療所
     西宮市津門大塚町３－２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109709,0955,2 勝部北夙川医院 〒662-0084 0798-72-5555医療法人社団　勝部北勝部　博之 平10.11. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市樋之池町７－１－１ 常　勤:    1夙川医院　理事長　勝 移動 内   現存
     (医       1)部　博之 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109809,0956,0 医療法人協和会　協和〒662-0934 0798-32-1112医療法人　協和会　理吉永　和正 平11. 1. 1一般       120病院
     マリナホスピタル 西宮市西宮浜４丁目１５－１ 常　勤:    5事長　北川　透 新規 内   外   整外現存
     (医       5) 平29. 1. 1小   リハ 放  
     非常勤:   23 神内 
     (医      23) 消化器内科　緩
     和ケア内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109909,0959,4 岡田医院 〒662-0834 0798-67-1136岡田　直樹 岡田　直樹 平11. 1. 1産婦 診療所
     西宮市南昭和町３－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110009,0960,2 天野整形外科 〒662-0825 0798-52-1071医療法人社団　天野整天野　正昭 平11. 2.10整外 リハ 診療所
     西宮市門戸荘１２－２３ 常　勤:    1形外科　理事長　天野 移動 現存
     (医       1)　正昭 平29. 2.10
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 110109,0962,8 かみや小児科医院 〒662-0812 0798-52-0028神谷　孝 神谷　孝 平11. 4. 1小   診療所
     西宮市甲東園１丁目１－６パセオ常　勤:    1 新規 現存
     甲東２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110209,0963,6 浜野医院 〒662-0025 0798-70-8141浜野　博次 浜野　博次 平11. 4. 1内   消   診療所
     西宮市北名次町７－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110309,0968,5 西川クリニック 〒662-0963 0798-26-3450西川　公子 西川　公子 平11. 7. 1耳い 神内 診療所
     西宮市屋敷町６－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110409,0969,3 小田クリニック 〒663-8031 0798-67-8822医療法人社団小田クリ小田　裕稔 平11. 7. 1内   リハ 診療所
     西宮市伏原町７－１５－１０１ 常　勤:    1ニック　理事長　小田 組織変更 現存
     (医       1)　裕稔 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110509,0970,1 中嶋クリニック 〒662-0943 0798-36-8330医療法人社団中嶋クリ中嶋　淳一 平11. 7. 1内   消   放  診療所
     西宮市建石町６－４ 常　勤:    1ニック　理事長　中嶋 組織変更 現存
     (医       1)　淳一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110609,0975,0 関小児科 〒663-8172 0798-47-0015關　保二 關　保二 平11. 9.12一般         4診療所
     西宮市甲子園二番町２－２１ 常　勤:    1 交代 小   小外 消  現存
     (医       1) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110709,0977,6 大矢医院 〒662-0075 0798-73-6673大矢　浩之 大矢　浩之 平11.11. 1内   循   診療所
     西宮市南越木岩町９－５－２０７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110809,0978,4 亀田内科クリニック 〒662-0841 0798-68-5110亀田　幸男 亀田　幸男 平11.12. 1内   心内 診療所
     西宮市両度町３－２アメニティコ常　勤:    1 新規 ②消化器内科 現存
     ート西宮北口５号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110909,0980,0 斉藤皮フ科クリニック〒662-0075 0798-72-9465医療法人社団斉藤皮フ斉藤　勝教 平11.12. 1皮   診療所
     西宮市南越木岩町１０－２５ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　斉藤　勝教 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111009,0982,6 永田整形外科 〒663-8179 0798-45-2321医療法人社団　永田整永田　裕人 平12. 1. 1一般        19診療所
     西宮市甲子園九番町２－２５ 常　勤:    2形外科　理事長　永田 組織変更 整外 外   リウ現存
     (医       2)　裕人 平30. 1. 1リハ 麻   
     非常勤:   11
     (医      11)
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 111109,0983,4 千原皮膚科クリニック〒662-0822 0798-57-1230千原　俊也 千原　俊也 平12. 2. 1皮   アレ 診療所
     西宮市松籟荘１１－１８アプリー常　勤:    1 新規 現存
     ニョ２０１ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111209,0987,5 田村クリニック 〒662-0047 0798-38-6500田村　嘉章 田村　嘉章 平12. 4. 1胃   外   こう診療所
     西宮市寿町３－１５－１０１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111309,0988,3 橋野医院 〒663-8183 0798-41-6328橋野　盛彦 橋野　盛彦 平12. 4. 1内   診療所
     西宮市里中町２丁目２－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111409,0989,1 マサダ医院 〒663-8172 0798-41-0133正田　宏明 正田　宏明 平12. 4. 1麻   皮   診療所
     西宮市甲子園二番町１－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111509,0991,7 今泉眼科 〒662-0841 0798-68-4122今泉　正德 今泉　正德 平12. 5. 1眼   診療所
     西宮市両度町６－２２ベルシャイ常　勤:    1 新規 現存
     ン西宮２０３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111609,0992,5 ふくしま心療クリニッ〒663-8178 0798-44-3815福島　伸一郎 福島　伸一郎 平12. 5. 1精   神   心内診療所
     ク 西宮市甲子園八番町２－１ヨシダ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３０２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111709,0993,3 かんの皮膚科クリニッ〒662-0841 0798-68-1251菅野　優子 菅野　優子 平12. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 西宮市両度町３－２アメニティコ常　勤:    1 新規 現存
     ート西宮北口３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111809,0994,1 医療法人誠豊会日和佐〒663-8201 0798-65-8534医療法人誠豊会　理事日和佐　眞名 平12. 5. 1内   リハ 診療所
     医院 西宮市田代町１８番１１号 常　勤:    2長　日和佐　眞名 移動 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111909,0995,8 すずきクリニック 〒663-8166 0798-44-3741鱸　英彦 鱸　英彦 平12. 7. 1眼   診療所
     西宮市甲子園高潮町３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112009,0996,6 岸田内科クリニック 〒663-8204 0798-69-1320岸田　健 岸田　健 平12. 7. 1内   消   心内診療所
     西宮市高松町７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112109,0998,2 伊賀眼科クリニック 〒662-0075 0798-73-3353医療法人社団伊賀眼科伊賀　俊行 平12. 7. 1眼   診療所
     西宮市南越木岩町１４－４ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)伊賀　俊行 平24. 7. 1
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 112209,0999,0 ただしメンタルクリニ〒663-8204 0798-69-2881田中　禎 田中　禎 平12. 9. 1精   神   心内診療所
     ック 西宮市高松町４－３７中林ビル西常　勤:    1 新規 現存
     宮５階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112309,2002,1 耳鼻咽喉科　福武医院〒663-8113 0798-66-1817医療法人社団福武医院福武　知重 平12.12. 1耳い 診療所
     西宮市甲子園口２丁目２５－３４常　勤:    1　理事長　福武　知重 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112409,2003,9 みやうち内科クリニッ〒663-8023 0798-63-3100医療法人社団みやうち宮内　孝浩 平13. 1. 1内   消   放  診療所
     ク 西宮市大森町１４－１５ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　宮内　孝浩 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112509,2006,2 さかしたクリニック 〒662-0856 0798-39-1888西田　主恵 西田　主恵 平13. 2. 1外   胃   他  診療所
     西宮市城ケ堀町３－４ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112609,2010,4 松尾眼科クリニック 〒663-8035 0798-69-3101松尾　裕文 松尾　裕文 平13. 4. 1眼   診療所
     西宮市北口町１－２ＡＣＴＡ西宮常　勤:    1 新規 現存
     東館４階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112709,2013,8 松本内科 〒663-8035 0798-67-3600松本　駿 松本　駿 平13. 4. 1内   循   診療所
     西宮市北口町１－１－１０９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112809,2014,6 岡田クリニック 〒663-8176 0798-41-3322和田　浩 和田　浩 平13. 4. 1内   外   循  診療所
     西宮市甲子園六番町１４－２５ 常　勤:    2 交代 消   他   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112909,2017,9 山口クリニック 〒663-8204 0798-63-9550山口　三千夫 山口　三千夫 平13. 5. 1脳外 神内 診療所
     西宮市高松町４－８プレラにしの常　勤:    1 新規 現存
     みや３０５－２ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113009,2018,7 ひだクリニック 〒663-8025 0798-69-1828日田　新太郎 日田　新太郎 平13. 5. 1内   外   胃  診療所
     西宮市荒木町１５－２２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113109,2020,3 高木皮膚科医院 〒662-0042 0798-22-1132高木　由紀 高木　由紀 平13. 5. 1皮   診療所
     西宮市分銅町４－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113209,2021,1 中村整形外科 〒662-0912 0798-37-3122医療法人社団中村整形中村　昌弘 平13. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市松原町７－２０ 常　勤:    1外科　理事長　中村　 組織変更 現存
     (医       1)昌弘 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113309,2024,5 細田眼科 〒663-8204 0798-63-5532細田　伸子 細田　伸子 平13. 6. 1眼   診療所
     西宮市高松町４－８プレラにしの常　勤:    1 新規 現存
     みや３０３ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113409,2028,6 川野内科クリニック 〒662-0978 0798-34-7737川野　悦司 川野　悦司 平13. 7. 1内   循   アレ診療所
     西宮市産所町１１－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113509,2032,8 シミズクリニック 〒662-0051 0798-39-1215清水　唯男 清水　唯男 平13. 8. 1麻   リハ 診療所
     西宮市羽衣町５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113609,2037,7 つちやま内科クリニッ〒663-8006 0798-57-3600土山　雅人 土山　雅人 平13.10. 1内   神内 リハ診療所
     ク 西宮市段上町１－１－２２レイン常　勤:    1 新規 現存
     ボー甲東１階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113709,2039,3 いのうえウィメンズク〒663-8004 0798-51-2556井上　英俊 井上　英俊 平13.10. 1内   産婦 診療所
     リニック 西宮市下大市東町８－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113809,2042,7 山内内科クリニック 〒663-8034 0798-67-1808医療法人社団　山内内山内　治郎 平13.11. 1内   消   診療所
     西宮市長田町１－１８ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　山内　治郎 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113909,2043,5 ひぐち内科 〒662-0051 0798-33-3788樋口　勝 樋口　勝 平13.12. 1内   診療所
     西宮市羽衣町５－２３バートンビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114009,2044,3 鈴木医院 〒663-8136 0798-41-1925鈴木　淳一 鈴木　淳一 平13.12. 1内   小   診療所
     西宮市笠屋町１７－４０宝城ビル常　勤:    1 交代 現存
     １階 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114109,2045,0 福田整形外科 〒663-8184 0798-41-7177福田　紅生 福田　紅生 平13.12. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市鳴尾町４丁目１－３２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   123 頁

 114209,2046,8 半田医院 〒663-8173 0798-41-1716半田　伸夫 半田　伸夫 平14. 1. 1内   循   神内診療所
     西宮市甲子園三番町１０－４３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114309,2047,6 松崎医院 〒663-8153 0798-41-1620松﨑　伸治 松﨑　伸治 平14. 1. 1内   循   診療所
     西宮市南甲子園２丁目８－１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114409,2049,2 兒玉内科醫院 〒662-0911 0798-33-0210医療法人社団　兒玉内兒玉　峰男 平14. 1. 1内   診療所
     西宮市池田町９－７－２１４ 常　勤:    1科醫院　理事長　兒玉 組織変更 現存
     (医       1)　峰男 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114509,2050,0 ゆたに整形外科クリニ〒663-8034 0798-64-7265油谷　安孝 油谷　安孝 平14. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 西宮市長田町１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114609,2052,6 柳澤クリニック 〒662-0845 0798-64-2001柳澤　正博 柳澤　正博 平14. 3. 1心内 神   精  診療所
     西宮市神明町８－２－１１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114709,2054,2 西宮協立リハビリテー〒662-0002 0798-75-3000医療法人社団　甲友会 　雅夫 平14. 4. 1療養 病院
     ション病院 西宮市鷲林寺南町２－１３ 常　勤:   11　理事長　大村　武久 新規     療養   120現存
     (医      11) 平26. 4. 1リハ 脳外 内  
     非常勤:   52 整外 
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114809,2055,9 岩下内科クリニック 〒662-0911 0798-23-8868岩下　敬正 岩下　敬正 平14. 4. 1内   消   診療所
     西宮市池田町９－６西ノ宮駅ＮＫ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２０３ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114909,2056,7 三木メンタルクリニッ〒662-0911 0798-34-8877三木　和茂 三木　和茂 平14. 4. 1心内 神内 精  診療所
     ク 西宮市池田町９－６西ノ宮駅ＮＫ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３０４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115009,2058,3 伊東皮膚科 〒662-0911 0798-32-0301伊東　顕 伊東　顕 平14. 4. 1皮   アレ 診療所
     西宮市池田町９－６西ノ宮駅ＮＫ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３０１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115109,2059,1 とりやま耳鼻咽喉科 〒662-0911 0798-38-7739鳥山　成樹 鳥山　成樹 平14. 4. 1耳い アレ 診療所
     西宮市池田町９－６－３０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115209,2060,9 みき耳鼻咽喉科 〒669-1134 0797-62-1656三木　祐一郎 三木　祐一郎 平14. 4. 1耳い アレ 診療所
     西宮市名塩新町８エコール・なじ常　勤:    1 新規 現存
     お５階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115309,2062,5 武庫川女子大学クリニ〒663-8137 0798-45-9763学校法人　武庫川学院田中　繁宏 平14. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     ック 西宮市池開町６－４６ 常　勤:    2　理事長　大河原　量 新規 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115409,2063,3 みま皮フ科クリニック〒663-8035 0798-62-9255三摩　宏 三摩　宏 平14. 5. 1皮   診療所
     西宮市北口町１－２アクタ西宮東常　勤:    1 新規 現存
     館４階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115509,2064,1 川﨑医院 〒662-0864 0798-71-6236川﨑　史寛 川﨑　史寛 平14. 5. 1消   外   診療所
     西宮市越水町６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115609,2065,8 関小児科アレルギー科〒662-0841 0798-68-2918医療法人社団　関和会関　眞理子 平14. 5. 1小   アレ 診療所
     クリニック 西宮市両度町６－２２－２０２ 常　勤:    1　理事長　関　眞理子 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115709,2067,4 西本クリニック 〒663-8113 0798-65-5111医療法人社団岐黄会　西本　隆 平14. 7. 1内   アレ 心内診療所
     西宮市甲子園口２丁目８番３１号常　勤:    1理事長　西本　隆 組織変更 精   現存
     (医       1) 平26. 7. 1漢方内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115809,2068,2 勝部医院 〒663-8114 0798-48-1188勝部　芳樹 勝部　芳樹 平14. 7. 5内   循   呼  診療所
     西宮市上甲子園１丁目４－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115909,2072,4 高木内科医院 〒662-0042 0798-22-1132髙木　大輔 髙木　大輔 平14.12.11内   循   消  診療所
     西宮市分銅町４番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116009,2073,2 横山整形外科 〒662-0812 0798-57-0800医療法人社団　横山整横山　裕志 平15. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     西宮市甲東園１丁目２－３５ 常　勤:    1形外科　理事長　横山 組織変更 現存
     (医       1)　裕志 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116109,2075,7 吉岡整形クリニック 〒662-0971 0798-36-3360吉岡　裕樹 吉岡　裕樹 平14.12.23整外 外   内  診療所
     西宮市和上町６番６号 常　勤:    1 移動 リハ リウ 放  現存
     (医       1) 平26.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116209,2076,5 辻医院 〒663-8152 0798-41-5689辻　淳 辻　淳 平15. 1. 6小   内   アレ診療所
     西宮市甲子園町５－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116309,2078,1 てらしまこどもクリニ〒663-8035 0798-66-2299寺島　和浩 寺島　和浩 平15. 2. 1小   アレ 診療所
     ック 西宮市北口町１－２アクタ西宮東常　勤:    1 新規 現存
     館４階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116409,2079,9 中田内科医院 〒663-8152 0798-40-5053医療法人社団　中田内中田　悠紀 平15. 2. 1内   診療所
     西宮市甲子園町２５番１８号 常　勤:    2科医院　理事長　中田 移動 消化器内科　肝現存
     (医       2)　正基 平27. 2. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116509,2082,3 笛吹クリニック 〒663-8101 0798-63-4010医療法人社団吹高会　笛吹　高志 平15. 3. 1内   胃   こう診療所
     西宮市松山町２番１５号アミュー常　勤:    1理事長　笛吹　高志 組織変更 リハ 休止
     ズメントⅠ番館１階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116609,2083,1 みった整形外科 〒662-0838 0798-76-5521医療法人社団　みった満田　基温 平15. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     西宮市能登町１１番４０号 常　勤:    1整形外科　理事長　満 組織変更 現存
     (医       1)田　基温 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116709,2084,9 いいづか眼科 〒662-0911 0798-39-0333飯塚　修三 飯塚　修三 平15. 4.14眼   診療所
     西宮市池田町９－６－３０５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116809,2088,0 夙川よしだハートクリ〒662-0038 0798-72-1158吉田　新吾 吉田　新吾 平15. 6. 1内   循   診療所
     ニック 西宮市南郷町１４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116909,2089,8 木内女性クリニック 〒663-8204 0798-63-2271医療法人社団木内女性木内　千曉 平15. 6. 1産   婦   心内診療所
     西宮市高松町４番８号の３０２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)木内　千曉 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117009,2091,4 新沢耳鼻咽喉科 〒663-8113 0798-66-0844医療法人社団　新生会新澤　章二 平15. 6. 1耳い 診療所
     西宮市甲子園口２丁目３－７ 常　勤:    1　理事長　新澤　章二 移動 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117109,2093,0 もりた心療内科 〒662-0838 0798-75-0126森田　剛 森田　剛 平15. 8. 1精   神   心内診療所
     西宮市能登町１１－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117209,2094,8 河野耳鼻咽喉科 〒663-8035 0798-67-3311医療法人社団　河野耳河野　和香子 平15. 8. 6耳い アレ 診療所
     西宮市北口町１７－１８ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　河 移動 現存
     (医       1)野　和香子 平27. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117309,2095,5 中島クリニック 〒663-8003 0798-57-5170中島　敏雄 中島　敏雄 平15.10. 1内   消   診療所
     西宮市上大市３－１－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117409,2096,3 かとうクリニック 〒662-0918 0798-38-7333加藤　道男 加藤　道男 平15.10. 1胃   外   内  診療所
     西宮市六湛寺町１１－１７ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117509,2097,1 髙井小児科 〒663-8162 0798-31-5671髙井　徹 髙井　徹 平15.10. 1小   内   診療所
     西宮市甲子園砂田町２－２６ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117609,2101,1 すずきレディースクリ〒662-0973 0798-39-0555鈴木　佳彦 鈴木　佳彦 平15.12. 1婦   産   診療所
     ニック 西宮市田中町３番１－２０２号エ常　勤:    1 新規 現存
     イヴィスプラザ２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117709,2103,7 保坂診療所 〒662-0973 0798-34-7060医療法人社団昭景会　保坂　直昭 平15.12. 1心内 神   精  診療所
     西宮市田中町３番１号２０４ 常　勤:    1理事長　保坂　直昭 移動 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117809,2105,2 山路クリニック 〒662-0973 0798-34-6650山路　滋 山路　滋 平15.12.16内   放   消  診療所
     西宮市田中町３－１－２０８エイ常　勤:    2 交代 呼   現存
     ヴィスプラザ２階 (医       2) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117909,2106,0 御幡医院 〒663-8161 0798-33-0273御幡　千里 御幡　千里 平16. 1. 1内   小   循  診療所
     西宮市甲子園春風町４番２７号 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118009,2108,6 宇山眼科 〒662-0916 0798-26-0711宇山　令司 宇山　令司 平16. 1. 5眼   診療所
     西宮市戸田町５－１６ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118109,2109,4 こむら皮膚科クリニッ〒662-0973 0798-32-7412小村　明彦 小村　明彦 平16. 2. 1皮   アレ 診療所
     ク 西宮市田中町３－１－２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 118209,2110,2 スギモトレディースク〒662-0832 0798-63-0325医療法人社団スギモト杉本　幸美 平16. 2. 1婦   診療所
     リニック 西宮市甲風園１丁目１２番５号 常　勤:    2レディースクリニック 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　杉本　幸美 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118309,2112,8 岩沢神経科クリニック〒662-0832 0798-64-5131医療法人岩沢神経科ク丸田　芳裕 平16. 2. 1精   神   心内診療所
     西宮市甲風園１丁目５番１８号ス常　勤:    1リニック　理事長　丸 組織変更 現存
     ギモトビル２階 (医       1)田　芳裕 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118409,2113,6 星野耳鼻咽喉科医院 〒662-0973 0798-35-5965医療法人社団星野耳鼻星野　忠彦 平16. 3. 9一般 診療所
     西宮市田中町３番１号エイヴィス常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 移動     一般     6現存
     プラザ２階 (医       1)星野　忠彦 平28. 3. 9耳い アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118509,2114,4 あらいクリニック 〒662-0084 0798-71-4112新井　武志 新井　武志 平16. 4. 1内   循   診療所
     西宮市樋之池町６－５３アンテリ常　勤:    1 新規 現存
     ージェ苦楽園１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118609,2115,1 むかい心療クリニック〒663-8034 0798-69-1032向井　仁志 向井　仁志 平16. 4. 1精   神   心内診療所
     西宮市長田町１－１８メディコー常　勤:    1 新規 現存
     ト北口３０２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118709,2118,5 辻みみはなのクリニッ〒662-0942 0798-23-4133辻　智子 辻　智子 平16. 4. 1耳い アレ 診療所
     ク 西宮市浜町９－２９－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118809,2119,3 あしだこども診療所 〒662-0825 0798-51-0811芦田　乃介 芦田　乃介 平16. 5. 1小   アレ 診療所
     西宮市門戸荘１７－１８メディッ常　勤:    1 新規 現存
     クモンド１階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118909,2120,1 谷口皮膚科 〒669-1134 0797-63-2460谷口　龍生 谷口　龍生 平16. 5. 1皮   診療所
     西宮市名塩新町８番地エコールな常　勤:    1 新規 現存
     じお５階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119009,2121,9 はら外科胃腸科クリニ〒663-8035 0798-69-1180医療法人社団はら外科原　均 平16. 5. 1外   胃   こう診療所
     ック 西宮市北口町１番２号ＡＣＴＡ西常　勤:    1胃腸科クリニック　理 組織変更 リハ 放   現存
     宮東館４階 (医       1)事長　原　均 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119109,2122,7 ふなもとクリニック 〒663-8165 0798-81-1192医療法人社団　秀皓会舩本　全信 平16. 5. 1内   循   呼  診療所
     西宮市甲子園浦風町７番１３号 常　勤:    1　理事長　舩本　全信 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 119209,2124,3 山根内科クリニック 〒669-1102 0797-69-0360山根　広之 山根　広之 平16. 6. 1内   診療所
     西宮市生瀬町２－２－２山武ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119309,2129,2 しもながたクリニック〒662-0825 0798-53-8200下永田　剛 下永田　剛 平16. 8. 1内   循   診療所
     西宮市門戸荘１７－１８メディッ常　勤:    1 新規 現存
     クモンド２Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119409,2130,0 みやざきレディースク〒662-0911 0798-32-5230宮﨑　義彦 宮﨑　義彦 平16. 9. 1産婦 診療所
     リニック 西宮市池田町９－６－２０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119509,2131,8 杉谷内科 〒663-8134 0798-48-0862杉谷　公成 杉谷　公成 平16. 8. 1内   消   診療所
     西宮市上田中町１１－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119609,2132,6 中村医院 〒663-8174 0798-47-3322医療法人社団中村医院中村　章彦 平16. 9. 1消   外   診療所
     西宮市甲子園四番町２番１号 常　勤:    1　理事長　中村　章彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119709,2135,9 瀬戸内科医院 〒663-8035 0798-67-6422瀬戸　良文 瀬戸　良文 平16.10. 2内   小   放  診療所
     西宮市北口町１８の１０ 常　勤:    1 交代 消   現存
     (医       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119809,2137,5 鹿子木クリニック泌尿〒662-0825 0798-52-3450鹿子木　基二 鹿子木　基二 平16.11. 1ひ   診療所
     器科 西宮市門戸荘１７－１８メディッ常　勤:    1 新規 現存
     クモンド３階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119909,2139,1 渡辺内科クリニック 〒662-0971 0798-23-5160渡邉　伸明 渡邉　伸明 平16.12. 1内   他   診療所
     西宮市和上町２－３９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120009,2142,5 うらた皮フ科クリニッ〒663-8126 0798-41-0240浦田　裕次 浦田　裕次 平17. 2. 1皮   診療所
     ク 西宮市小松北町１－１－２７Ｍ－常　勤:    1 新規 現存
     ＰＬＡＮ小松ビル３階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120109,2143,3 はしもと医院 〒662-0052 0798-38-1377橋本　純平 橋本　純平 平17. 2. 1呼   循   アレ診療所
     西宮市霞町５－４４ 常　勤:    1 新規 外   他   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120209,2144,1 法貴皮膚科 〒662-0832 0798-65-0202法貴　憲 法貴　憲 平17. 2.10皮   診療所
     西宮市甲風園１丁目１－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120309,2145,8 山田産婦人科 〒663-8152 0798-41-0272医療法人社団　山田産山田　聖 平17. 2. 1一般         5診療所
     西宮市甲子園町６－１３ 常　勤:    1婦人科　理事長　山田 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　聖 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120409,2146,6 てらだ小児科 〒663-8126 0798-41-8115寺田　春郎 寺田　春郎 平17. 3. 1小   診療所
     西宮市小松北町１丁目１－２７エ常　勤:    1 新規 現存
     ムプラン小松ビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120509,2149,0 はせがわクリニック 〒662-0868 0798-70-5850長谷川　順一 長谷川　順一 平17. 4. 1内   外   診療所
     西宮市中屋町６－１４ 常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120609,2150,8 大森内科クリニック 〒662-0012 0798-73-2728大森　美和 大森　美和 平17. 4. 1内   診療所
     西宮市甲陽園東山町２番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120709,2152,4 山王クリニック 〒662-0051 0798-37-1033山王　俊明 山王　俊明 平17. 5. 1耳い 形外 美外診療所
     西宮市羽衣町５－３３ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120809,2154,0 木原たか子皮フ科クリ〒663-8177 0798-49-4112木原　貴子 木原　貴子 平17. 5. 1皮   アレ 診療所
     ニック 西宮市甲子園七番町１９－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120909,2155,7 大西内科循環器科 〒663-8214 0798-26-3751大西　正孝 大西　正孝 平17. 5. 1内   循   診療所
     西宮市今津曙町６－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121009,2156,5 玉置医院 〒662-0881 0798-51-6616玉置　晃司 玉置　晃司 平17. 5. 1内   胃   循  診療所
     西宮市上ケ原七番町２－５５ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121109,2157,3 平井クリニック 〒662-0977 0798-38-1601医療法人社団健生会　平井　利明 平17. 6. 1一般         2診療所
     西宮市神楽町３－２０ 常　勤:    1理事長　塩田　麻理 組織変更 外   ひ   現存
     (医       1) 平29. 6. 1②乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121209,2158,1 つじ眼科クリニック 〒669-1134 0797-63-1113辻　孝仁 辻　孝仁 平17. 7. 1眼   診療所
     西宮市名塩新町８番地エコールな常　勤:    1 新規 現存
     じお５Ｆ５－２ (医       1) 平29. 7. 1
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 121309,2160,7 嶺尾整形外科 〒663-8245 0798-39-3755嶺尾　和男 嶺尾　和男 平17. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     西宮市津門呉羽町１－２８今津医常　勤:    1 新規 現存
     療センター５Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121409,2163,1 ユニコの森　村上こど〒663-8034 0798-69-0335医療法人社団　ユニコ村上　博 平17. 7. 1小   アレ 精  診療所
     もクリニック 西宮市長田町１番２０号 常　勤:    1　理事長　村上　博 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121509,2164,9 つゆぐち整形外科 〒662-0051 0798-23-1100露口　雄一 露口　雄一 平17. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市羽衣町５番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121609,2165,6 にしもと小児科 〒662-0962 0798-22-1832西本　潤史 西本　潤史 平17. 9. 1小   診療所
     西宮市松下町９－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121709,2166,4 新川医院 〒663-8183 0798-40-0251医療法人社団新川医院新川　賢一郎 平17. 9. 1精   心内 診療所
     西宮市里中町３丁目１０番７号 常　勤:    1　理事長　新川　賢一 移動 現存
     (医       1)郎 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121809,2169,8 波田眼科クリニック 〒662-0047 0798-23-1101波田　道子 波田　道子 平17.11. 1眼   診療所
     西宮市寿町５－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121909,2172,2 平井内科医院 〒662-0067 0798-73-7264平井　健三 平井　健三 平18. 1. 4内   診療所
     西宮市深谷町９－２７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122009,2173,0 よねくらクリニック 〒669-1103 0797-83-6632米倉　康博 米倉　康博 平18. 2. 1消   外   こう診療所
     西宮市生瀬東町２３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122109,2174,8 伊賀内科・循環器科 〒663-8245 0798-39-1516医療法人社団伊賀内科伊賀　幹二 平18. 2. 1内   循   診療所
     西宮市津門呉羽町３番９号 常　勤:    1・循環器科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)伊賀　幹二 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 122209,2178,9 緒方産婦人科クリニッ〒663-8136 0798-48-4103緒方　功 緒方　功 平18. 3.31一般 診療所
     ク 西宮市笠屋町７－１ 常　勤:    1 交代     一般    10現存
     (医       1) 平30. 3.31産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122309,2179,7 おかの皮フ科 〒663-8152 0798-47-0701岡野　昌樹 岡野　昌樹 平18. 5. 1皮   アレ 診療所
     西宮市甲子園町２６－１４甲子園常　勤:    1 新規 現存
     メディカルプラザ２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122409,2180,5 岡崎内科 〒662-0973 0798-22-2756岡崎　美樹 岡崎　美樹 平18. 5. 1内   呼   診療所
     西宮市田中町４－１８　３Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122509,2181,3 川上皮フ科クリニック〒663-8013 0798-65-2400川上　泰弘 川上　泰弘 平18. 5. 1皮   診療所
     西宮市門前町３番２号ラッスルプ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ門前１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122609,2183,9 白 医院 〒663-8124 0798-41-6360白潟　恒一 白潟　恒一 平18. 4.17内   消   診療所
     西宮市小松南町２丁目１－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122709,2184,7 しおみ耳鼻咽喉科クリ〒663-8024 0798-64-8711塩見　洋作 塩見　洋作 平18. 6. 1耳い 診療所
     ニック 西宮市薬師町８－１５薬師メディ常　勤:    2 新規 現存
     タウン１Ｆ１０２ (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122809,2185,4 循環器科・内科　原田〒663-8024 0798-63-6338原田　尚門 原田　尚門 平18. 6. 1循   内   診療所
     クリニック 西宮市薬師町８番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122909,2187,0 社会医療法人渡邊高記〒662-0911 0798-36-1880社会医療法人　渡邊高槌田　昌平 平18. 6. 1一般 病院
     念会西宮渡辺心臓・血西宮市池田町３番２５号 常　勤:   21記念会　理事長　佐々 新規     一般   108現存
     管センター (医      21)木　恭子 平30. 6. 1循   心外 精  
     非常勤:   34 内   整外 脳外
     (医      34) 外   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123009,2188,8 皆本医院 〒662-0825 0798-57-5552医療法人社団皆本医院皆本　秀明 平18. 6. 1内   皮   リハ診療所
     西宮市門戸荘１７番４８－１１５常　勤:    1　理事長　皆本　秀明 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123109,2189,6 小寺外科 〒663-8136 0798-47-1246小寺　博行 小寺　博行 平18. 6. 1外   整外 胃  診療所
     西宮市笠屋町９－２２ 常　勤:    2 交代 こう 放   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123209,2191,2 ふりつクリニック 〒663-8114 0798-41-6818振津　琢磨 振津　琢磨 平18. 8. 1内   アレ 診療所
     西宮市上甲子園１丁目１－２５－常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123309,2193,8 おりやま小児科クリニ〒662-0872 0798-72-5500折山　文子 折山　文子 平18. 8. 1小   診療所
     ック 西宮市高座町１－６２　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123409,2194,6 たにぐち整形外科・外〒662-0872 0798-76-2623医療法人　友睦会　理谷口　睦 平18. 8. 1整外 外   胃  診療所
     科・胃腸科クリニック西宮市高座町１－６２ 常　勤:    1事長　谷口　睦 新規 消   形外 リウ現存
     (医       1) 平24. 8. 1リハ 他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123509,2195,3 平川クリニック 〒663-8106 0798-66-8080平川　一秀 平川　一秀 平18. 9. 1消   外   こう診療所
     西宮市大屋町１２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123609,2196,1 さきたクリニック 〒662-0971 0798-26-1222先田　功 先田　功 平18. 9. 1外   消   他  診療所
     西宮市和上町２－３５－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123709,2201,9 いずみ心療クリニック〒662-0063 0798-75-1601谷口　加容 谷口　加容 平18.11. 1心内 精   診療所
     西宮市相生町６－３７夙川メディ常　勤:    2 新規 現存
     ックビル３Ｆ (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123809,2204,3 李内科アレルギー科 〒662-0866 0798-73-5925李　英吉 李　英吉 平19. 1. 1内   アレ 皮  診療所
     西宮市柳本町９－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123909,2206,8 くさの整形外科クリニ〒663-8156 0798-49-8193草野　芳生 草野　芳生 平19. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 西宮市甲子園網引町２－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124009,2208,4 一幡・馬場クリニック〒662-0922 0798-33-1733馬場　俊六 馬場　俊六 平19. 1. 1内   心内 診療所
     西宮市東町１丁目４－３ 常　勤:    1 交代 循環器内科 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124109,2209,2 もりたレディースクリ〒663-8035 0798-69-3336医療法人社団　もりた森田　賢司 平19. 1. 1婦   診療所
     ニック 西宮市北口町１番２号ＡＣＴＡ西常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 現存
     宮東館４階 (医       1)　理事長　森田　賢司 平25. 1. 1
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 124209,2210,0 みやわき整形外科クリ〒663-8174 0798-41-7200医療法人社団　みやわ宮脇　裕二 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 西宮市甲子園四番町３番７号 常　勤:    1き整形外科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　宮脇　裕二 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124309,2211,8 うえだこどもクリニッ〒662-0973 0798-38-8001医療法人社団　うえだ上田　亨 平19. 1. 1小   診療所
     ク 西宮市田中町３番１号エイヴィス常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     プラザ２階２０５号 (医       1)事長　上田　亨 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124409,2212,6 浅井診療所 〒662-0912 0798-22-3136医療法人社団あさい会浅井　光子 平19. 1. 1内   呼   整外診療所
     西宮市松原町３番３号 常　勤:    2　理事長　浅井　光子 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124509,2214,2 勝呂クリニック 〒662-0917 0798-22-1567医療法人ほまれ（誉）勝呂　元彦 平19. 2. 1一般 診療所
     西宮市与古道町１－３７ 常　勤:    2会（財団）　理事長　 組織変更     一般    18現存
     (医       2)櫻井　眞美 平25. 2. 1こう 内   外  
     非常勤:    5 ひ   皮   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124609,2215,9 奥村眼科 〒663-8126 0798-40-2625奥村　素司 奥村　素司 平19. 4. 1眼   診療所
     西宮市小松北町１－１－２７エム常　勤:    1 新規 現存
     プラン小松ビル２０２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124709,2216,7 松田心療内科 〒663-8245 0798-33-5340松田　毅 松田　毅 平19. 4. 1心内 精   神  診療所
     西宮市津門呉羽町１－２８今津医常　勤:    1 新規 現存
     療センター６Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124809,2217,5 よしおか内科クリニッ〒662-0841 0798-68-1181吉岡　高広 吉岡　高広 平19. 4. 1内   呼   アレ診療所
     ク 西宮市両度町６番２２号ベルシャ常　勤:    1 新規 胃   現存
     イン西宮１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124909,2219,1 おおの整形外科・リウ〒663-8229 0798-33-9111大野　博史 大野　博史 平19. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     マチ科 西宮市今津社前町１－１１スイリ常　勤:    1 新規 現存
     ー壱番館１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125009,2221,7 平松泌尿器科 〒663-8245 0798-39-3775平松　正義 平松　正義 平19. 5. 1ひ   皮   性  診療所
     西宮市津門呉羽町１－２８今津医常　勤:    1 新規 現存
     療センター６階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125109,2223,3 藤川クリニック 〒663-8113 0798-67-0203藤川　洋子 藤川　洋子 平19. 6. 1内   循   診療所
     西宮市甲子園口３－４－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   134 頁

 125209,2224,1 竹村婦人科クリニック〒663-8176 0798-41-6500医療法人社団　竹村婦竹村　正 平19. 6. 1産婦 放   診療所
     西宮市甲子園六番町１９番３号メ常　勤:    1人科クリニック　理事 組織変更 現存
     ープル甲子園六番町１０１号室 (医       1)長　竹村　正 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125309,2225,8 神崎レディースクリニ〒663-8013 0798-68-0088医療法人社団　神崎レ神崎　徹 平19. 5.18一般 診療所
     ック 西宮市門前町２－１８ 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更     一般     7現存
     (医       1)理事長　神崎　徹 平25. 5.18産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125409,2226,6 石塚ファミリークリニ〒663-8126 0798-44-3315医療法人社団　ファミ石塚　俊二 平19. 6. 1内   小   外  診療所
     ック 西宮市小松北町１丁目１－２７エ常　勤:    1ック　理事長　石塚　 組織変更 アレ リウ リハ現存
     ムプラン小松１Ｆ (医       1)俊二 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125509,2227,4 みやみつ整形外科リハ〒662-0973 0798-38-7525医療法人社団　みやみ宮光　世裕 平19. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ビリクリニック 西宮市田中町３番１ 常　勤:    1つ整形外科リハビリク 組織変更 現存
     (医       1)リニック　理事長　宮 平25. 6. 1
     光　世裕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125609,2229,0 ひだ耳鼻咽喉科 〒663-8245 0798-39-3788医療法人社団　ひだ耳肥田　宏一郎 平19. 7. 1耳い アレ 診療所
     西宮市津門呉羽町１番２８号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　肥 組織変更 現存
     (医       1)田　宏一郎 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125709,2230,8 布谷整形外科病院 〒663-8132 0798-46-7770医療法人社団　佳鳴会布谷　佳久 平19. 7. 1一般 病院
     西宮市東鳴尾町１丁目７番２６号常　勤:    3　理事長　布谷　佳久 組織変更     一般    33現存
     (医       3) 平25. 7. 1療養
     非常勤:   25     療養    53
     (医      25) 整外 リハ 内  
     外   リウ 皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125809,2231,6 おりた耳鼻咽喉科医院〒663-8004 0798-54-3391医療法人社団　おりた折田　浩 平19. 9. 1耳い アレ 診療所
     西宮市下大市東町２５番５号 常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 移動 現存
     (医       1)長　折田　浩 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125909,2233,2 志水リウマチ科・内科〒662-0045 0798-32-7770志水　正敏 志水　正敏 平19.11. 1リウ 内   アレ診療所
     診療所 西宮市安井町４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126009,2234,0 小金井クリニック 〒662-0916 0798-38-2234小金井　彰 小金井　彰 平19.12. 1内   循   診療所
     西宮市戸田町３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 126109,2235,7 ふじた内科クリニック〒662-0934 0798-35-1530藤田　雅史 藤田　雅史 平19.12. 1内   循   消  診療所
     西宮市西宮浜４丁目１４番－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126209,2236,5 かぎおかクリニック 〒663-8156 0798-45-4159鍵岡　均 鍵岡　均 平20. 1. 1呼   内   診療所
     西宮市甲子園網引町２番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126309,2237,3 仁川内科クリニック 〒662-0811 0798-51-7022小畠　隆司 小畠　隆司 平20. 3. 1内   循   診療所
     西宮市仁川町２丁目５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126409,2238,1 なつクリニック皮膚科〒663-8204 0798-66-0008大原　奈津恵 大原　奈津恵 平20. 3. 1皮   形外 診療所
     ・形成外科 西宮市高松町３－３－１０１ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126509,2239,9 森口クリニック 〒663-8006 0798-57-3792森口　孝一 森口　孝一 平20. 4. 1内   呼   循  診療所
     西宮市段上町６－１７－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126609,2240,7 中野医院 〒662-0944 0798-34-8831中野　茂 中野　茂 平20. 4. 1内   診療所
     西宮市川添町５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126709,2242,3 石山整形外科 〒662-0841 0798-68-1800石山　照二 石山　照二 平20. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     西宮市両度町６番２２－１０３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126809,2244,9 はらだ皮膚科クリニッ〒662-0975 0798-23-4112原田　晋 原田　晋 平20. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 西宮市市庭町９－１２　香櫨館２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126909,2245,6 徐クリニック 〒662-0822 0798-54-8551医療法人社団　徐クリ徐　東舜 平20. 5.12産   婦   診療所
     西宮市松籟荘１０番２５号 常　勤:    1ニック　理事長　徐　 移動 現存
     (医       1)東舜 平26. 5.12
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127009,2247,2 ほりいクリニック 〒663-8229 0798-33-1036堀井　髙久 堀井　髙久 平20. 8. 1内   心内 精  診療所
     西宮市今津社前町２－５－１０４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
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 127109,2249,8 よしあら小児科 〒663-8024 0798-68-0115吉新　祥一 吉新　祥一 平20.10. 1小   アレ 診療所
     西宮市薬師町８－１５薬師メディ常　勤:    1 新規 現存
     タウン２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127209,2250,6 なじお山下整形 〒669-1134 0797-62-5657山下　和夫 山下　和夫 平20.11. 1整外 リハ 診療所
     西宮市名塩新町８番地エコール・常　勤:    1 新規 現存
     なじお５階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127309,2253,0 斎藤皮フ科 〒662-0825 0798-52-7215齋藤　研二 齋藤　研二 平21. 2. 1皮   診療所
     西宮市門戸荘１５－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127409,2255,5 むこがわ整形外科・ス〒663-8125 0798-45-8858相澤　徹 相澤　徹 平21. 3. 1整外 リハ 診療所
     ポーツクリニック 西宮市小松西町１丁目４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127509,2257,1 じゅん内科クリニック〒663-8176 0798-41-1411宮城　順子 宮城　順子 平21. 4. 1内   循   診療所
     西宮市甲子園六番町１８番１６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127609,2258,9 よしおかクリニック泌〒663-8006 0798-57-5535医療法人社団　優会　吉岡　優 平21. 3.30ひ   診療所
     尿器科 西宮市段上町１丁目２番３４号 常　勤:    1理事長　吉岡　優 移動 現存
     (医       1) 平27. 3.30
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127709,2259,7 のり整形外科クリニッ〒663-8176 0798-45-2233山岸　範明 山岸　範明 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 西宮市甲子園六番町１８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127809,2260,5 和田眼科 〒663-8245 0798-39-3777医療法人社団和田眼科和田　佳一郎 平21. 5. 1眼   診療所
     西宮市津門呉羽町１番２８号今津常　勤:    1　理事長　和田　佳一 組織変更 現存
     医療センター２階 (医       1)郎 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127909,2261,3 えの眼科クリニック 〒662-0977 0798-23-8844医療法人社団　えの眼繪野　尚子 平21. 5. 1眼   診療所
     西宮市神楽町１１番２７号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　繪野　亜矢子 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 128009,2263,9 すぎもとクリニック 〒662-0863 0798-76-0008医療法人社団すぎもと杉本　智彦 平21. 6. 1内   循   呼  診療所
     西宮市室川町５番２５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リハ アレ 現存
     (医       1)杉本　智彦 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128109,2264,7 Ｎｉｓｈｉｎｏｍｉｙ〒662-0825 0798-57-3055林　泰志 林　泰志 平21. 8. 1内   消   診療所
     ａファミリークリニッ西宮市門戸荘９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     ク　Ｈａｙａｓｈｉ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128209,2265,4 やぶもと泌尿器科 〒663-8176 0798-48-8601藪元　秀典 藪元　秀典 平21.12. 1ひ   診療所
     西宮市甲子園六番町１８－１６－常　勤:    1 新規 現存
     １０５ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128309,2266,2 内橋内科医院 〒651-1412 078-903-5722内橋　正仁 内橋　正仁 平21.11. 1内   呼   循  診療所
     西宮市山口町下山口４丁目１４－常　勤:    1 移動 現存
     ２５ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128409,2269,6 大森内科医院 〒662-0074 0798-74-5030大森　公之助 大森　公之助 平22. 4. 1内   他   診療所
     西宮市石刎町１８－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128509,2271,2 たき眼科 〒662-0822 0798-57-3220医療法人社団たき眼科滝　純 平22. 5. 1眼   診療所
     西宮市松籟荘１１番９号ＢＪビル常　勤:    1　理事長　滝　純 組織変更 現存
     １Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128609,2272,0 まりウィメンズクリニ〒662-0051 0798-39-0777医療法人社団健生会　塩田　麻理 平22. 6. 1産婦 診療所
     ック 西宮市羽衣町１０－１８アルザ夙常　勤:    1理事長　塩田　麻理 新規 現存
     川Ｂ１Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128709,2275,3 にきクリニック 〒663-8245 0798-34-8181医療法人社団にきクリ仁木　正己 平22. 6. 1外   診療所
     西宮市津門呉羽町１番２８号 常　勤:    1ニック　理事長　仁木 組織変更 ①消化器内科 現存
     (医       1)　正己 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128809,2277,9 サトウ眼科 〒663-8231 0798-31-5418佐藤　寛之 佐藤　寛之 平22. 9. 1眼   診療所
     西宮市津門西口町１－３西宮アネ常　勤:    1 新規 現存
     ックス１０１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128909,2279,5 甲子園栗木皮膚科クリ〒663-8186 0798-46-5612栗木　安弘 栗木　安弘 平22.10. 1皮   診療所
     ニック 西宮市上鳴尾町１－８－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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 129009,2280,3 Ａｓｈｉｄａ　Ｃｌｉ〒662-0038 0798-73-8000芦田　京子 芦田　京子 平22.10. 1内   診療所
     ｎｉｃ 西宮市南郷町４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129109,2281,1 しみずこどもクリニッ〒662-0975 0798-35-1001清水　俊男 清水　俊男 平22.10. 1小   他   診療所
     ク 西宮市市庭町９－１２香櫨館２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129209,2282,9 いくい眼科 〒663-8004 0798-54-0878幾井　重行 幾井　重行 平22.10. 1眼   診療所
     西宮市下大市東町４－２－２０２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129309,2283,7 さかうえクリニック 〒662-0971 0798-38-8388阪上　学 阪上　学 平22.11. 1リハ 麻   他  診療所
     西宮市和上町１番１６号日本生命常　勤:    1 新規 現存
     西宮ビル１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129409,2284,5 たかはし内科クリニッ〒663-8132 0798-43-0300髙橋　澄夫 髙橋　澄夫 平22.11. 1内   他   診療所
     ク 西宮市東鳴尾町２丁目１番２３号常　勤:    1 新規 現存
     グラシオ武庫川１Ｆ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129509,2286,0 宮本レディースクリニ〒662-0084 0798-75-1103宮本　博之 宮本　博之 平22.12. 1一般 診療所
     ック 西宮市樋之池町５番２２号 常　勤:    1 新規     一般     9現存
     (医       1) 平28.12. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129609,2287,8 仁明会クリニック 〒662-0864 0798-75-1333一般財団法人仁明会　武田　敏伸 平22.12. 1精   心内 診療所
     西宮市越水町４番３１号 常　勤:    1理事長　森村　安史 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129709,2288,6 うえき老年メンタル・〒663-8177 0798-61-2327植木　昭紀 植木　昭紀 平23. 1. 1精   他   診療所
     認知症クリニック 西宮市甲子園七番町１７－２８　常　勤:    1 新規 現存
     Ｂ１０８号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129809,2289,4 坂牧眼科 〒663-8183 0798-41-1270医療法人社団坂牧眼科柏木　洋子 平23. 1. 1眼   診療所
     西宮市里中町２－８－１２ 常　勤:    1　理事長　柏木　洋子 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129909,2291,0 奥窪耳鼻咽喉科 〒663-8176 0798-48-2795奥窪　明子 奥窪　明子 平23. 1. 1耳い 診療所
     西宮市甲子園六番町１－２２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
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 130009,2292,8 むたクリニック 〒662-0812 0798-51-1114医療法人社団むたクリ 原　育男 平23. 1. 1神内 心内 精  診療所
     西宮市甲東園１丁目１番６号パセ常　勤:    1ニック　理事長　 原 組織変更 現存
     オ甲東２０５ (医       1)　育男 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130109,2293,6 平岡内科 〒663-8127 0798-40-2525医療法人社団平岡内科平岡　敬介 平23. 1. 1内   診療所
     西宮市小松町１丁目５番１２号 常　勤:    1　理事長　平岡　敬介 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130209,2294,4 山内内科 〒662-0916 0798-36-2700山内　創和 山内　創和 平23. 2. 1内   循   診療所
     西宮市戸田町４－２０メゾン・ポ常　勤:    1 新規 現存
     ルテ２Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130309,2295,1 ひらいクリニック 〒663-8153 0798-41-1456医療法人社団ひらいク平井　康純 平23. 2. 1循   呼   外  診療所
     西宮市南甲子園１丁目１番１号 常　勤:    1リニック　理事長　平 組織変更 現存
     (医       1)井　康純 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130409,2297,7 梅岡耳鼻咽喉科クリニ〒662-0084 0798-70-3341医療法人社団　梅華会梅岡　比俊 平23. 4. 8耳い アレ 小  診療所
     ック 西宮市樋之池町２２番２号 常　勤:    1　理事長　梅岡　比俊 組織変更 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平29. 4. 8
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130509,2299,3 てらおクリニック 〒663-8137 0798-43-8577寺尾　秀治 寺尾　秀治 平23. 6. 1ひ   診療所
     西宮市池開町３－２０メイマネジ常　勤:    1 新規 現存
     メントビル２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130609,2301,7 さいた眼科 〒663-8176 0798-42-8353齋田　典夫 齋田　典夫 平23. 6. 1眼   診療所
     西宮市甲子園六番町１８番１６号常　勤:    1 新規 現存
     甲子園クリニックセンター１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130709,2302,5 ほしな眼科クリニック〒663-8013 0798-65-0095医療法人社団ほしな眼保科　幸次 平23. 5. 1眼   診療所
     西宮市門前町３番２号　ラッスル常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     プラザ門前１Ｆ (医       1)　保科　幸次 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130809,2303,3 孝昭クリニック 〒662-0051 0798-22-4466医療法人社団孝昭クリ木下　孝昭 平23. 5. 1皮   形外 美外診療所
     西宮市羽衣町５番１３号 常　勤:    1ニック　理事長　木下 組織変更 漢方内科、美容現存
     (医       1)　孝昭 平29. 5. 1皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130909,2305,8 おひさまクリニック西〒662-0866 0798-75-6460医療法人おひさま会　福田　俊一 平23.11. 1外   診療所
     宮 西宮市柳本町１番２３号 常　勤:    1理事長　山口　高秀 新規 ②緩和ケア内科現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
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 131009,2306,6 阪神西宮駅前梅岡耳鼻〒662-0973 0798-22-3341医療法人社団梅華会　南野　尚也 平23.11. 1耳い アレ 小  診療所
     咽喉科クリニック 西宮市田中町５番１０号 常　勤:    1理事長　梅岡　比俊 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131109,2308,2 さかいクリニック 〒663-8204 0798-65-3311酒井　亮 酒井　亮 平23.12. 1精   心内 神内診療所
     西宮市高松町５－３９なでしこビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４０３ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131209,2309,0 徐皮フ科クリニック 〒663-8204 0798-69-1112徐　信夫 徐　信夫 平23.12. 1皮   アレ 診療所
     西宮市高松町５－３９なでしこビ常　勤:    1 移動 現存
     ル４階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131309,2310,8 さこだ耳鼻咽喉科 〒663-8204 0798-69-3003医療法人社団一佳会　佐古田　美佳 平23.12. 1耳い 気食 アレ診療所
     西宮市高松町５番３９号なでしこ常　勤:    2理事長　佐古田　美佳 移動 現存
     ビル４階 (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131409,2311,6 はまおかクリニック 〒663-8154 0798-47-3353濱岡　守 濱岡　守 平24. 1. 1内   循   消  診療所
     西宮市浜甲子園１丁目１番９号 常　勤:    2 その他 外   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131509,2312,4 むとう耳鼻咽喉科クリ〒663-8181 0798-42-3387武藤　俊彦 武藤　俊彦 平24. 2. 1耳い 診療所
     ニック 西宮市若草町１丁目８番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131609,2313,2 鈴木内科小児科クリニ〒662-0838 0798-76-3101医療法人社団　鈴木内鈴木　洋 平24. 2. 1内   循   小  診療所
     ック 西宮市能登町１１番４０号 常　勤:    2科小児科クリニック　 組織変更 アレ 現存
     (医       2)理事長　鈴木　洋 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131709,2314,0 夙川さわもと皮フ科 〒662-0977 0798-37-1112澤本　学 澤本　学 平24. 3. 1皮   診療所
     西宮市神楽町１１－３夙川クリニ常　勤:    1 新規 現存
     ックビル２Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131809,2315,7 医療法人敬愛会　西宮〒663-8203 0798-64-2255医療法人　敬愛会　理守殿　貞夫 平24. 3. 1療養       231病院
     敬愛会病院 西宮市深津町７番５ 常　勤:    6事長　大塚　久喜 新規 内   リハ 現存
     (医       6) 平30. 3. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131909,2316,5 やまかげクリニック 〒662-0975 0798-38-2030医療法人社団　やまか山陰　圭一 平24. 2. 1胃   外   こう診療所
     西宮市市庭町６－１０ 常　勤:    1げクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　山陰　圭一 平30. 2. 1
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 132009,2317,3 内海メンタルクリニッ〒663-8247 0798-22-5088医療法人内海慈仁会　高橋　良斉 平24. 4. 1心内 精   診療所
     ク 西宮市津門稲荷町５番８号 常　勤:    2理事長　内海　浩彦 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132109,2318,1 西岡医院 〒662-0084 0798-74-4430医療法人社団西岡医院西岡　壽一 平24. 3. 1内   診療所
     西宮市樋之池町２７番３８号 常　勤:    2　理事長　西岡　壽一 組織変更 ②血液内科 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132209,2319,9 松川医院 〒662-0915 0798-22-0070松川　義純 松川　義純 平24. 4. 1内   他   アレ診療所
     西宮市馬場町１－２－１０３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132309,2320,7 ねもと皮フ科・形成外〒663-8204 0798-42-7351根本　美穂 根本　美穂 平24. 5. 1皮   形外 内  診療所
     科 西宮市高松町４－８プレラにしの常　勤:    2 新規 美容皮膚科 現存
     みや３０７号室 (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132409,2321,5 松島医院 〒663-8113 0798-67-1071松島　洋之 松島　洋之 平24. 4. 1内   他   小  診療所
     西宮市甲子園口３丁目２２－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132509,2322,3 大野医院 〒662-0963 0798-26-3640大野　正博 大野　正博 平24. 4. 1麻   内   外  診療所
     西宮市屋敷町６－３ 常　勤:    1 交代 皮   ひ   リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132609,2325,6 ほうき耳鼻咽喉科クリ〒662-0832 0798-62-4133医療法人社団ほうき耳法貴　元 平24. 5. 1耳い アレ 診療所
     ニック 西宮市甲風園１丁目１番５号法貴常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     ビル３階 (医       1)理事長　法貴　元 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132709,2326,4 倉智産婦人科 〒663-8178 0798-41-4740倉智　治 倉智　治 平24. 5. 7一般 診療所
     西宮市甲子園八番町２番１６号 常　勤:    2 移動     一般     7現存
     (医       2) 平30. 5. 7産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132809,2327,2 たなか内科クリニック〒663-8165 0798-42-7702田中　啓誠 田中　啓誠 平24. 7. 1内   消   診療所
     西宮市甲子園浦風町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 132909,2331,4 ひだこどもクリニック〒663-8165 0798-41-8880肥田　崇子 肥田　崇子 平24. 8. 1小   診療所
     西宮市甲子園浦風町７－９シャー常　勤:    1 新規 現存
     メゾン甲子園１０１号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133009,2333,0 ふじもとクリニック 〒662-0927 0798-42-7692医療法人社団　秀皓会藤本　哲雄 平24. 9. 1内   神内 循  診療所
     西宮市久保町７－３５レインボー常　勤:    1　理事長　舩本　全信 新規 現存
     酒蔵通１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133109,2334,8 しょうむらクリニック〒662-0011 0798-72-5523庄村　裕三 庄村　裕三 平24. 9. 1内   診療所
     西宮市甲陽園目神山町１８－１９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133209,2335,5 タブセクリニック 〒663-8214 0798-37-5500医療法人社団タブセク田伏　順三 平24. 9. 1脳外 リハ 診療所
     西宮市今津曙町１１番８号 常　勤:    1リニック　理事長　田 移動 現存
     (医       1)伏　順三 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133309,2339,7 ゆき耳鼻咽喉科 〒663-8114 0798-22-8118柚木　歩 柚木　歩 平24.10. 1耳い 診療所
     西宮市上甲子園４丁目２－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133409,2340,5 なかた内科クリニック〒663-8152 0798-41-6660中田　敦之 中田　敦之 平24.12. 1内   循   他  診療所
     西宮市甲子園町３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133509,2341,3 いわはし眼科クリニッ〒662-0041 0798-22-7332岩橋　洋志 岩橋　洋志 平25. 2. 1眼   診療所
     ク 西宮市末広町２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133609,2342,1 おやどまりクリニック〒662-0894 0798-57-5557医療法人社団おやどま親泊　英善 平25. 1. 1内   小   アレ診療所
     西宮市上ケ原四番町４番１号 常　勤:    1りクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　親泊　英善 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133709,2343,9 やまだ小児科 〒662-0015 0798-71-9821山田　浩 山田　浩 平25. 1. 1小   診療所
     西宮市甲陽園本庄町４－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 133809,2344,7 かなやま眼科クリニッ〒662-0863 0798-56-7870金山　慎太郎 金山　慎太郎 平25. 2. 1眼   診療所
     ク 西宮市室川町４－２０ニュー室川常　勤:    1 新規 現存
     ビル１０２号 (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133909,2345,4 なかおクリニック泌尿〒662-0063 0798-74-5515医療法人社団優会よし中尾　篤 平25. 1. 1ひ   診療所
     器科 西宮市相生町６番３７号夙川メデ常　勤:    1おかクリニック泌尿器 組織変更 現存
     ィックビル２Ｆ (医       1)科　理事長　吉岡　優 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134009,2347,0 坂上田病院 〒663-8246 0798-34-0002医療法人社団　坂上田井上　侃也 平25. 2. 1療養        53病院
     西宮市津門仁辺町６番２５号 常　勤:    2病院　理事長　井上　 組織変更 内   外   消  現存
     (医       2)侃也 平25. 2. 1整外 小   こう
     非常勤:   42 呼   放   
     (医      42)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134109,2349,6 医療法人　幸樹会　村〒662-0954 0798-36-5750医療法人幸樹会　理事村松　高樹 平25. 3. 1内   小   呼内診療所
     松医院 西宮市上葭原町５番２２号 常　勤:    1長　村松　高樹 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134209,2350,4 池田ペインクリニック〒663-8204 0798-56-7913池田　正浩 池田　正浩 平25. 4. 1他   内   麻  診療所
     内科 西宮市高松町５番３９号なでしこ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134309,2351,2 なかじま内科クリニッ〒662-0832 0798-66-1700中島　隆世 中島　隆世 平25. 4. 1内   呼内 診療所
     ク 西宮市甲風園一丁目９番８号 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134409,2352,0 松本脳神経外科クリニ〒663-8201 0798-69-1451医療法人社団松本脳神文　英昊（松本昊一）平25. 3. 1脳外 循   形外診療所
     ック 西宮市田代町１１番３号レオワン非常勤:   12経外科クリニック　理 組織変更 神内 現存
     ビル１～３階 (医      12)事長　松本　昊一 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134509,2353,8 くらのぶクリニック 〒662-0862 0798-73-3160倉信　央記 倉信　央記 平25. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     西宮市青木町１４番４号 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134609,2354,6 しげやまクリニック 〒663-8111 0798-65-9292茂山　朋広 茂山　朋広 平25. 5. 1内   消   診療所
     西宮市二見町１３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
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 134709,2355,3 小田内科　循環器内科〒662-0832 0798-67-2541小田　成彦 小田　成彦 平25. 4. 1内   循   診療所
     西宮市甲風園１丁目６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134809,2356,1 みやけ内科クリニック〒662-0977 0798-23-3899医療法人社団　みやけ三宅　光富 平25. 5. 1内   呼   アレ診療所
     西宮市神楽町１１－２７ブルーノ常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     夙川２Ｆ (医       1)長　三宅　光富 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134909,2359,5 社会医療法人渡邊高記〒662-0931 0798-39-0215社会医療法人渡邊高記箕倉　清宏 平25. 7. 1皮   内   リハ診療所
     念会　西宮わたなべ前西宮市前浜町４番３号 常　勤:    2念会　理事長　佐々木 新規 脳外 整外 現存
     浜クリニック (医       2)　恭子 平25. 7. 1美容皮膚科　循
     非常勤:    3 環器内科　糖尿
     (医       3) 病内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135009,2360,3 おかもとクリニック 〒663-8112 0798-63-8331医療法人社団　おかも岡本　倫明 平25. 6. 1内   外   整外診療所
     西宮市甲子園口北町１－６－１０常　勤:    1とクリニック　理事長 組織変更 胃   リハ 現存
     １ (医       1)　岡本　倫明 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135109,2363,7 松尾医院 〒663-8184 0798-41-6401松尾　信昭 松尾　信昭 平25. 6. 6内   外   皮  診療所
     西宮市鳴尾町２丁目１７番１７号常　勤:    1 交代 整外 現存
     (医       1) 平25. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135209,2364,5 やまもとサンクリニッ〒662-0076 0798-78-5753山本　純子 山本　純子 平25. 9. 1リハ 診療所
     ク 西宮市松生町５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135309,2365,2 さとう眼科 〒662-0825 0798-78-2657佐藤　英美 佐藤　英美 平25. 9. 1眼   診療所
     西宮市門戸荘１７－５０シャンベ常　勤:    1 新規 現存
     ルタン女学院通り　２０２ (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135409,2366,0 耳鼻咽喉科　足達医院〒663-8006 0798-52-5655足達　治 足達　治 平25. 9. 1耳い アレ 診療所
     西宮市段上町６丁目１９－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135509,2367,8 髙橋内科・循環器内科〒662-0084 0798-71-2245髙橋　英介 髙橋　英介 平25. 7.21内   眼   診療所
     西宮市樋之池町１２－１ 常　勤:    2 交代 循環器内科 現存
     (医       2) 平25. 7.21
     非常勤:    1
     (医       1)
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 135609,2368,6 整形外科たかひろクリ〒663-8107 0798-31-5656医療法人社団　高遼会飯田　高広 平25. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 西宮市瓦林町２０番１１号 常　勤:    1　理事長　飯田　高広 その他 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135709,2370,2 せきむかい眼科クリニ〒662-0051 0798-26-3030関向　大介 関向　大介 平25.11. 1眼   診療所
     ック 西宮市羽衣町７－３０夙川グリー常　勤:    1 新規 現存
     ンタウン３階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135809,2372,8 さかねクリニック 〒662-0844 0798-63-6555医療法人社団さかねク坂根　稔將 平26. 1. 1心内 精   診療所
     西宮市西福町２番２３号イサダビ常　勤:    1リニック　理事長　坂 組織変更 現存
     ル２Ｆ (医       1)根　稔將 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135909,2373,6 まつなみクリニック 〒662-0918 0798-23-3747医療法人社団　慈友会松浪　勝俊 平26. 1. 1内   呼内 形外診療所
     西宮市六湛寺町２－１セントラル常　勤:    1　理事長　松浪　勝俊 組織変更 緩和ケア内科 現存
     ガーデンタワー店舗２０３号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136009,2375,1 髙橋小児科 〒662-0084 0798-71-1515髙橋　千晶 髙橋　千晶 平26. 1. 1小   診療所
     西宮市樋之池町１２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136109,2376,9 ふじもと眼科 〒662-0973 0798-37-0808医療法人社団　ふじも藤本　竜太郎 平26. 2. 1眼   診療所
     西宮市田中町３番１－２０７号 常　勤:    1と眼科　理事長　藤本 組織変更 現存
     (医       1)　竜太郎 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136209,2377,7 杉原医院 〒662-0813 0798-57-5527医療法人社団　杉原医杉原　伸夫 平26. 2. 1内   診療所
     西宮市上甲東園３丁目６番２１号常　勤:    1院　理事長　杉原　伸 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)夫 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136309,2378,5 明和キャンサークリニ〒663-8186 0798-81-4552医療法人明和病院　理河　相吉 平26. 4. 1放射線治療科　診療所
     ック 西宮市上鳴尾町３番３９号 常　勤:    3事長　山中　若樹 新規 放射線診断科 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136409,2379,3 大草耳鼻咽喉科クリニ〒662-0977 0798-38-1187大草　方子 大草　方子 平26. 4. 1耳い 診療所
     ック 西宮市神楽町１１－３さくら夙川常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136509,2380,1 清田診療所 〒663-8006 0798-54-2250医療法人社団　清田診清田　芳春 平26. 4. 1内   心内 外  診療所
     西宮市段上町２丁目１番１０号 常　勤:    2療所　理事長　清田　 移動 精   現存
     (医       2)芳春 平26. 4. 1循環器内科
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 136609,2382,7 林医院 〒663-8113 0798-64-1551林　功 林　功 平26. 4. 1内   リハ 診療所
     西宮市甲子園口３丁目９番２３号常　勤:    2 交代 糖尿病内科　内現存
     (医       2) 平26. 4. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136709,2383,5 ひゃくぶん会クリニッ〒662-0854 0798-32-0277医療法人社団　百聞会清中　崇司 平26. 5. 1内   心内 診療所
     ク 西宮市櫨塚町５番４５号 常　勤:    2　理事長　長谷川　博 新規 循環器内科 現存
     (医       2)司 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136809,2384,3 みうら小児科 〒662-0076 0798-75-6321三浦　弘司 三浦　弘司 平26. 5. 1小   診療所
     西宮市松生町５－８ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136909,2385,0 田こどもクリニック〒662-0075 0798-39-7070医療法人社団 田こど西田　仁 平26. 5. 1小   診療所
     西宮市南越木岩町７番５号ヌンク常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     タータ１Ｆ (医       1)　 田　仁 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137009,2386,8 わしお耳鼻咽喉科 〒663-8107 0798-56-8733医療法人社団わしお耳鷲尾　有司 平26. 6. 1耳い アレ 診療所
     西宮市瓦林町２０番１３号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　鷲 組織変更 現存
     (医       1)尾　有司 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137109,2388,4 ゆうこう眼科医院 〒662-0975 0798-23-1515医療法人社団　友幸会樫本　良亮 平26. 9. 1眼   診療所
     西宮市市庭町９－１２ 常　勤:    1　理事長　西川　弘 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137209,2391,8 千穂ＰＬＵＳルナレデ〒662-0075 0798-71-6611永井　千穂 永井　千穂 平26.10. 1婦   診療所
     ィスクリニック 西宮市南越木岩町７－８サンクチ常　勤:    1 新規 乳腺内科 現存
     ュアリ・ヴィラ・ザ・苦楽園１Ｆ(医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137309,2392,6 レディース＆マタニテ〒662-0063 0798-75-1188医療法人社団　サンタ吉田　昌弘 平26.10. 1一般 診療所
     ィクリニック　サンタ西宮市相生町８番１１号 常　勤:    2クルス　理事長　吉田 移動     一般    19現存
     クルス　ザ　シュクガ (医       2)　昌弘 平26.10. 1産   婦   小  
     ワ 非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137409,2393,4 おりたクリニック 〒662-0017 0798-75-0120医療法人社団　おりた織田　博行 平26.11. 1内   小   診療所
     西宮市甲陽園西山町１－６２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     (医       1)織田　博行 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 137509,2395,9 ちよまる皮膚科 〒662-0075 0798-72-6255千代丸　康治 千代丸　康治 平27. 2. 1皮   アレ 診療所
     西宮市南越木岩町５－３－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137609,2396,7 兵庫医科大学　健康医〒663-8137 0798-45-6829学校法人　兵庫医科大末 　謙 平27. 4. 1内   神内 診療所
     学クリニック 西宮市池開町３番２４号 常　勤:    1学　理事長　新家　荘 新規 現存
     (医       1)平 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137709,2397,5 おぐしクリニック 〒663-8003 0798-57-5531医療法人社団おぐしク小串　伊知郎 平27. 4. 1外   診療所
     西宮市上大市五丁目１２番１５号常　勤:    1リニック　理事長　小 新規 ①消化器内科②現存
     (医       1)串　伊知郎 平27. 4. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137809,2398,3 ひろい内科クリニック〒663-8113 0798-63-0990廣井　伸行 廣井　伸行 平27. 3. 1内   アレ 皮  診療所
     西宮市甲子園口４丁目２２番２２常　勤:    1 移動 ③消化器内科　現存
     号中田ビル１Ｆ (医       1) 平27. 3. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137909,2399,1 たて　クリニック 〒663-8176 0798-47-9971楯　英毅 楯　英毅 平27. 3. 9内   診療所
     西宮市甲子園六番町１９番４号 常　勤:    1 その他 消化器内科　感現存
     (医       1) 平27. 3. 9染症内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138009,2400,7 沢井クリニック 〒662-0063 0798-75-1381医療法人社団　沢井ク澤井　正光 平27. 3. 1内   外   リハ診療所
     西宮市相生町６番３７号Ｆ夙川メ常　勤:    1リニック　理事長　澤 組織変更 胃腸内科　肛門現存
     ディックビル１Ｆ (医       1)井　正光 平27. 3. 1外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138109,2401,5 山口町おかざきクリニ〒651-1421 078-907-3307岡崎　賢治 岡崎　賢治 平27. 5. 1他   麻   リハ診療所
     ック 西宮市山口町上山口３丁目３－１常　勤:    1 新規 内   現存
     ０ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138209,2402,3 福井内科医院 〒663-8123 0798-47-0190医療法人社団　福井内福井　威志 平27. 4. 1内   診療所
     西宮市小松東町３丁目８番１号 常　勤:    2科医院　理事長　福井 組織変更 現存
     (医       2)　威志 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138309,2403,1 友藤耳鼻咽喉科クリニ〒663-8178 0798-45-4133医療法人社団友藤耳鼻友藤　誠一 平27. 4. 1耳い アレ 診療所
     ック 西宮市甲子園八番町２番２４号 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　友藤　誠一 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138409,2404,9 のぶはらクリニック 〒663-8183 0798-61-1672玄　泰行（延原泰行）玄　泰行（延原泰行）平27. 5. 1内   外   整外診療所
     西宮市里中町２丁目７番２２号－常　勤:    1 新規 現存
     ３０３号室 (医       1) 平27. 5. 1
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 138509,2405,6 たかき循環器・内科ク〒663-8126 0798-61-8105高木　洋 高木　洋 平27. 5.21内   診療所
     リニック 西宮市小松北町２丁目１番１号第常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     ３１ヒグチビル１０１号 (医       1) 平27. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138609,2406,4 櫻根皮フ科 〒662-0084 0798-74-1331医療法人社団　櫻根皮竹林　純子 平27. 5. 1皮   アレ 診療所
     西宮市樋之池町１０番１５号紀乃常　勤:    1フ科　理事長　竹林　 組織変更 現存
     国第一ビル２Ｆ２０３号 (医       1)純子 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138709,2408,0 さいとう内科・肝臓ク〒662-0811 0798-54-7771齋藤　正紀 齋藤　正紀 平27. 6. 1内   診療所
     リニック 西宮市仁川町２丁目４－１３ヴェ常　勤:    1 新規 肝臓内科　代謝現存
     ルドール仁川　３Ｆ (医       1) 平27. 6. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138809,2409,8 こばやし皮膚科クリニ〒662-0075 0798-74-1214小林　裕美 小林　裕美 平27. 7. 1皮   アレ 診療所
     ック 西宮市南越木岩町１１番６号苦楽常　勤:    1 新規 漢方皮膚科 現存
     園エクセルビル２階　２０４号室(医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138909,2410,6 あずま糖尿病内科クリ〒662-0075 0798-70-1881東　大介 東　大介 平27. 8. 1内   診療所
     ニック 西宮市南越木岩町７－８サンクチ常　勤:    1 新規 ①糖尿病内科 現存
     ュアリ・ヴィラ・ザ苦楽園２Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139009,2411,4 たけまさクリニック 〒662-0084 0798-72-5951家田　泰浩 家田　泰浩 平27. 7. 1内   呼内 アレ診療所
     西宮市樋之池町２１番２６号 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139109,2412,2 谷本整形外科 〒663-8122 0798-41-3060谷本　真 谷本　真 平27. 8. 1整外 内   リハ診療所
     西宮市小曽根町三丁目１番３１号常　勤:    1 新規 リウ 形外 現存
     エクセル西宮１階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139209,2413,0 永井医院 〒662-0855 0798-23-1561医療法人社団　永井医永井　徹郎 平27. 8. 1内   リハ 診療所
     西宮市江上町８番１０号 常　勤:    2院　理事長　永井　徹 移動 ②人工透析内科現存
     (医       2)郎 平27. 8. 1　腎臓内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139309,2414,8 平医院 〒662-0075 0798-72-8225平　博臣 平　博臣 平27. 8. 1心内 精   内  診療所
     西宮市南越木岩町７－８サンクチ常　勤:    1 移動 現存
     ュアリ・ヴィラ・ザ　苦楽園　２(医       1) 平27. 8. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 139409,2415,5 チャイルド＆レディー〒662-0063 0798-75-1052医療法人社団サンタク小澤　愛子 平27. 8.10小   婦   診療所
     スクリニック　サンタ西宮市相生町８番１５号 常　勤:    1ルス　理事長　吉田　 移動 ②乳腺外科 現存
     クルス　ザ　シュクガ (医       1)昌弘 平27. 8.10
     ワ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139509,2416,3 さいとう耳鼻咽喉科ク〒662-0075 0798-71-3387齋藤　幹 齋藤　幹 平27.10. 1耳い 診療所
     リニック 西宮市南越木岩町８番１９号　１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139609,2417,1 こども未来センター診〒663-8202 0798-65-1927西宮市長職務代理者　山岡　小百合 平27. 9. 1小   整外 診療所
     療所 西宮市高畑町２番７７号西宮市立常　勤:    4西宮市副市長　松永　 移動 ③児童精神科 現存
     こども未来センター内 (医       4)博 平27. 9. 1
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139709,2419,7 藤井神経内科医院 〒662-0914 0798-31-5118木村　裕子 藤井　裕子 平27.10. 1神内 心内 精  診療所
     西宮市本町９－２２本町平成ビル常　勤:    1 移動 児童精神科 現存
     ２０１号 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139809,2420,5 横山クリニック 〒662-0946 0798-23-6755医療法人社団緑会　理横山　和武 平27.12. 1外   内   呼内診療所
     西宮市荒戎町５番１８号 常　勤:    2事長　横山　和敏 移動 リハ 現存
     (医       2) 平27.12. 1③消外　消内　
     非常勤:    2 肛外
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139909,2421,3 くぼたクリニック 〒662-0834 0798-66-2233医療法人社団くぼたク窪田　純久 平28. 1. 1内分泌内科 診療所
     西宮市南昭和町３番４号メヌエッ常　勤:    1リニック　理事長　窪 組織変更 現存
     トＫ１階 (医       1)田　純久 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140009,2422,1 たろうメディカルクリ〒662-0977 0798-61-1838松尾　太郎 松尾　太郎 平28. 2. 1皮   診療所
     ニック 西宮市神楽町１１－２５ステーシ常　勤:    3 新規 美容皮膚科 現存
     ョンビルディング３階 (医       3) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140109,2423,9 浜本医院 〒669-1133 0797-63-2588医療法人社団　浜本医濱本　健次郎 平28. 2. 1内   小   診療所
     西宮市東山台１丁目１０番地３ 常　勤:    1院　理事長　濱本　健 組織変更 現存
     (医       1)次郎 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 140209,2424,7 やはたクリニック 〒662-0053 0798-26-3086八幡　真代 八幡　真代 平28. 3. 1麻   内   外  診療所
     西宮市松園町５－１８ 常　勤:    1 新規 形外 皮   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140309,2425,4 臨港クリニック 〒662-0922 0798-23-1300医療法人社団良伸会　榎原　良一 平28. 3. 1内   診療所
     西宮市東町二丁目１番１０号２階常　勤:    3理事長　榎原　良一 組織変更 ②消化器内科 現存
     (医       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140409,2427,0 ローズクリニック 〒663-8179 0798-81-5037社会福祉法人豊中福祉板野　緑子 平28. 5. 1内   診療所
     西宮市甲子園九番町１０－５０ 常　勤:    1会　理事長　八木　秀 新規 現存
     (医       1)富 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140509,2428,8 医療法人社団　新中医〒662-0832 0798-61-6557医療法人社団　新中医中里　道新 平28. 4. 1外   診療所
     　李漢方内科・外科ク西宮市甲風園１丁目１０番１号サ常　勤:    1　李漢方内科・外科ク 組織変更 ①漢内②糖内③現存
     リニック テライトビル２・４階４０１号室(医       1)リニック　理事長　中 平28. 4. 1漢リウ　漢アレ
     里　道新 　漢婦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140609,2429,6 まつやま眼科 〒651-1412 078-903-0507松山　智昭 松山　智昭 平28. 5. 1眼   診療所
     西宮市山口町下山口５丁目３番６常　勤:    1 新規 現存
     号西宮北ヴィレッジ２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140709,2430,4 中内眼科クリニック 〒662-0832 0798-65-5708中内　一揚 中内　一揚 平28. 4. 1眼   診療所
     西宮市甲風園１丁目６－１１ 常　勤:    1 その他 ②形成眼科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140809,2431,2 あおば診療所 〒662-0913 0798-35-0013社会福祉法人西宮市社金　 子 平28. 6. 1小   診療所
     西宮市染殿町８－１７ 常　勤:    1会福祉協議会　理事長 新規 現存
     (医       1)　北川　悦久 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140909,2432,0 まつだ整形外科クリニ〒663-8024 0798-68-5008医療法人社団　まつだ松田　清嗣 平28. 6. 1整外 リハ 診療所
     ック 西宮市薬師町８番１５号 常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　松田　清嗣 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141009,2433,8 こじまクリニック 〒662-0973 0798-56-8602小嶋　哲矢 小嶋　哲矢 平28. 7. 1婦   診療所
     西宮市田中町５－２０－４Ｆ 常　勤:    1 新規 ②女性内科 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141109,2434,6 はやしま小児科 〒663-8025 0798-63-3232早島　禎幸 早島　禎幸 平28.10. 1小   診療所
     西宮市荒木町１６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 141209,2435,3 西川医院 〒662-0915 0798-33-5202西川　宏信 西川　宏信 平28.11. 1内   外   皮  診療所
     西宮市馬場町３－２３ 常　勤:    1 交代 性感染症内科　現存
     (医       1) 平28.11. 1肛門外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141309,2436,1 兼子医院 〒663-8184 0798-41-1413兼子　俊朗 兼子　俊朗 平29. 2. 1内   診療所
     西宮市鳴尾町１丁目１０－１４ 常　勤:    2 交代 消化器内科 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141409,2437,9 おはなクリニック 〒663-8176 0798-48-2233医療法人社団　おはな岸本　圭互 平29. 4. 1内   外   麻  診療所
     西宮市甲子園六番町１２番９－２常　勤:    1　理事長　岸本　圭互 組織変更 現存
     ０３号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141509,2438,7 医療法人　光輪会　光〒663-8113 0798-31-2636医療法人　光輪会　理尾﨑　尚志 平29. 2. 1内   精   診療所
     輪クリニック 西宮市甲子園口三丁目２１番１５常　勤:    3事長　柳楽　知義 移動 現存
     号 (医       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141609,2439,5 玉田クリニック 〒662-0832 0798-65-7255玉田　大介 玉田　大介 平29. 4. 1内   診療所
     西宮市甲風園１丁目１０－１ 常　勤:    2 移動 ①糖尿病内科②現存
     (医       2) 平29. 4. 1内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141709,2441,1 あんどうこどもクリニ〒669-1134 0797-62-0111医療法人社団こあらフ安藤　康一 平29. 4. 1小   リハ 診療所
     ック 西宮市名塩新町８番地 常　勤:    1ァミリー　理事長　安 組織変更 ②児童精神科 現存
     (医       1)藤　康一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141809,2442,9 夙川宮本クリニック 〒662-0033 0798-70-3000医療法人社団平生会　宮本　孝 平29. 5. 1透析内科 診療所
     西宮市清水町４番１２号 常　勤:    1理事長　宮本　孝 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141909,2443,7 みみ・はな・のど　し〒662-0015 0798-73-8733四ノ宮　隆 四ノ宮　隆 平29. 5. 1耳い 診療所
     のみやクリニック 西宮市甲陽園本庄町９－１３フル常　勤:    1 新規 現存
     ール甲陽園駅前１Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142009,2444,5 とき皮フ科 〒662-0051 0798-38-5081医療法人社団　とき皮土岐　真理子 平29. 5. 1皮   診療所
     西宮市羽衣町７番２７号サン夙川常　勤:    1フ科　理事長　土岐　 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1)真理子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 142109,2445,2 医療法人社団きもと眼〒663-8152 0798-44-1146医療法人社団きもと眼木本　高志 平29. 5. 1眼   診療所
     科 西宮市甲子園町２６番１４号甲子常　勤:    1科　理事長　木本　高 組織変更 現存
     園メディカルプラザ３Ｆ (医       1)志 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142209,2446,0 羽田皮膚科 〒663-8136 0798-41-5556羽田　孝司 羽田　孝司 平29. 6. 1皮   診療所
     西宮市笠屋町８番３５号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142309,2447,8 夙川ささきクリニック〒662-0045 0798-38-2773医療法人社団夙川ささ佐々木　一郎 平29. 5.26内   診療所
     西宮市安井町５番８号 常　勤:    1きクリニック　理事長 移動 ②内分泌・代謝現存
     (医       1)　佐々木　一郎 平29. 5.26内科③漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142409,2448,6 まさだ整形外科 〒662-0844 0798-69-3330政田　俊明 政田　俊明 平29. 7. 1整外 リハ 診療所
     西宮市西福町５－１６－２０１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142509,2449,4 岩切クリニック 〒663-8111 0798-56-9411岩切　章太郎 岩切　章太郎 平29. 7. 1内   呼内 アレ診療所
     西宮市二見町２番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142609,2450,2 社会医療法人渡邊高記〒663-8114 0798-44-4770社会医療法人渡邊高記髙岡　 夫 平29. 7. 1リハ 診療所
     念会　西宮渡辺心臓リ西宮市上甲子園１丁目１６番１１常　勤:    1念会　理事長　佐々木 新規 ①循環器内科 現存
     ハビリクリニック 号 (医       1)　恭子 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142709,2451,0 国夫新生クリニック 〒663-8113 0798-67-1574大西　国夫 大西　国夫 平29. 7. 1内   診療所
     西宮市甲子園口２丁目１５番１４常　勤:    1 その他 ②消化器内科③現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142809,2452,8 明楽会　松岡クリニッ〒662-0835 0798-63-6663医療法人社団明楽会　松岡　學 平29. 6. 2内   外   整外診療所
     ク 西宮市平木町２番１８号松本第３常　勤:    1松岡クリニック　理事 組織変更 リハ 現存
     ビル２階 (医       1)長　松岡　學 平29. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142909,2453,6 大西心療内科クリニッ〒662-0944 0798-22-1155大西　俊和 大西　俊和 平29. 8. 1精   心内 内  診療所
     ク 西宮市川添町７－１７－１０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 143009,2454,4 えがおのこどもしもた〒662-0844 0798-64-2525下竹　敦哉 下竹　敦哉 平29. 8. 1小   診療所
     けクリニック 西宮市西福町５－１６－１０１号常　勤:    1 新規 ②小児心療内科現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143109,2455,1 きみと甲子園こそだて〒663-8177 0798-39-9079 瀬　公人 瀬　公人 平29. 8. 1①児童精神科 診療所
     診療所 西宮市甲子園七番町１０－１１辻常　勤:    1 新規 現存
     マンション１Ｆ中号室 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143209,2456,9 すがぬま整形外科クリ〒662-0854 0798-98-2612菅沼　勝義 菅沼　勝義 平29. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 西宮市櫨塚町５－１２－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143309,2457,7 にじゅう内科クリニッ〒662-0812 0798-51-2011二重　隆史 二重　隆史 平29. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     ク 西宮市甲東園３丁目２番２９号ア常　勤:    1 新規 現存
     プリ甲東２階２０５号室－１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143409,2458,5 さいとう内科・呼吸器〒662-0844 0798-66-1114齋藤　宜之 齋藤　宜之 平29. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     クリニック 西宮市西福町５－１６－２０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143509,2459,3 熊野病院 〒663-8005 0798-52-3221熊野　榮治 熊野　榮治 平29. 4.29療養        60病院
     西宮市下大市西町１４－１３ 常　勤:    3 交代 内   外   整外現存
     (医       3) 平29. 4.29
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143609,2460,1 おおやぶ内科・循環器〒663-8107 0798-66-2000大藪　丈太 大藪　丈太 平29.10. 1内   診療所
     内科 西宮市瓦林町２０番１４号 常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143709,2461,9 あさくら皮フ科クリニ〒663-8113 0798-68-1211朝倉　麻紀子 朝倉　麻紀子 平29.11. 1皮   診療所
     ック 西宮市甲子園口２丁目４－１０ 常　勤:    1 新規 ②美容皮膚科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143809,2462,7 いろどり・みやしたこ〒663-8113 0798-65-1610宮下　恵実子 宮下　恵実子 平29.11. 1小   診療所
     どもクリニック 西宮市甲子園口２丁目４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 143909,2463,5 西宮大川原下肢静脈瘤〒662-0834 079-881-5815大川原　潤 大川原　潤 平30. 1. 1形外 診療所
     クリニック 西宮市南昭和町１－３７松本第一常　勤:    1 新規 ①血管外 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144009,2464,3 たけはしクリニック 〒662-0825 0798-53-4114竹橋　勝茂 竹橋　勝茂 平29.12. 1脳外 神内 リハ診療所
     西宮市門戸荘１４－２１エポック常　勤:    1 移動 現存
     門戸１Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144109,2465,0 おかむらクリニック 〒662-0912 0798-34-2030医療法人おかむらクリ岡村　新一 平30. 1. 1外   精   診療所
     西宮市松原町２番２０－１０１号常　勤:    1ニック　理事長　岡村 組織変更 緩和ケア内科 現存
     (医       1)　新一 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144209,2466,8 田所クリニック 〒662-0973 0798-36-1112医療法人社団　田所ク田所　丈嗣 平30. 1. 1皮   形外 診療所
     西宮市田中町５－２０－２Ｆ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)所　丈嗣 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144309,2467,6 いのうえ医院 〒662-0075 0798-73-8080医療法人社団　いのう井上　公仁 平30. 1. 1呼内 内   診療所
     西宮市南越木岩町７番１７号 常　勤:    1え医院　理事長　井上 組織変更 ①循環器内 現存
     (医       1)　公仁 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144409,2468,4 にし整形外科 〒663-8211 0798-36-4160西　洋一郎 西　洋一郎 平30. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     西宮市今津山中町１２番２５号今常　勤:    1 新規 現存
     津山中町ヒグチビル１０１ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144509,2469,2 さじ小児科 〒662-0926 0798-37-1155佐治　洋介 佐治　洋介 平30. 3. 1小   診療所
     西宮市鞍掛町８－３ＮＢＤビル１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144609,2470,0 いだ眼科 〒662-0926 0798-33-7700伊田　典子 伊田　典子 平30. 5. 1眼   診療所
     西宮市鞍掛町８－３くらかけクリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックモール３Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144709,2471,8 えいしん内科・消化器〒662-0926 0798-34-8600中島　英信 中島　英信 平30. 5. 1内   診療所
     内科クリニック 西宮市鞍掛町８番３号くらかけク常　勤:    1 新規 消化器内科、肝現存
     リニックモール３階 (医       1) 平30. 5. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144809,2472,6 ささき整形外科 〒662-0812 0798-53-0143佐々木　友基 佐々木　友基 平30. 5. 1整外 リハ 診療所
     西宮市甲東園３丁目２番２９号ア常　勤:    1 新規 現存
     プリ甲東２階２０５号室－２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 144909,2473,4 たにざわこどもクリニ〒662-0971 0798-22-8341医療法人青陵会　理事谷澤　隆邦 平30. 4. 1小   診療所
     ック 西宮市和上町１番１５号 常　勤:    2長　谷澤　隆邦 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145009,2474,2 だんクリニック 〒662-0075 0798-73-8080檀　信浩 檀　信浩 平30. 6. 1内   外   診療所
     西宮市南越木岩町７番１７号 常　勤:    1 新規 胃腸内科、肛門現存
     (医       1) 平30. 6. 1外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145109,2475,9 かわしま眼科 〒663-8204 0798-68-4478医療法人　かわしま眼河嶋　昭彦 平30. 5. 1眼   診療所
     西宮市高松町１４番２号阪急西宮常　勤:    1科　理事長　河嶋　昭 組織変更 現存
     ガーデンズ５１２ (医       1)彦 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145210,0002,1 市立芦屋病院 〒659-0012 0797-31-2156芦屋市長　山中　健 佐治　文隆 昭38. 8. 1一般       199病院
     芦屋市朝日ケ丘町３９－１ 常　勤:   34 内   呼内 神内現存
     (医      34) 平29. 8. 1外   整外 産婦
     非常勤:   53 小   眼   耳い
     (医      53) 皮   形外 放  
     麻   リハ 精  
     血腫内　消内消
     外　糖・内内　
     循内緩内乳外肛
     外ぺ内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145310,0031,0 重信医院 〒659-0083 重信　光俊 重信　光俊 昭32.10.17内   小   放  診療所
     芦屋市西山町１１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145410,0055,9 幸原小児科内科医院 〒659-0024 0797-22-0338幸原　久 幸原　久 昭33. 2.13内   小   放  診療所
     芦屋市南宮町７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145510,0092,2 宮本産婦人科医院 〒659-0051 宮本　一 宮本　一 昭45. 1. 1一般         5診療所
     芦屋市呉川町１５－２３ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145610,0113,6 多田医院 〒659-0028 多田　梢 多田　梢 昭51. 9. 1内   小   診療所
     芦屋市打出小槌町１３－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145710,0117,7 京極小児科 〒659-0015 京極　正典 京極　正典 昭54. 1. 1小   診療所
     芦屋市楠町８－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145810,0119,3 鈴木小児科 〒659-0033 0797-34-0766鈴木　紀元 鈴木　紀元 昭54. 4. 1小   診療所
     芦屋市高浜町７番２－１０５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145910,0125,0 矢野眼科医院 〒659-0033 矢野　千賀子 矢野　千賀子 昭55. 3. 1眼   診療所
     芦屋市高浜町７－２－１０５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146010,0133,4 林整形外科外科医院 〒659-0033 32-8880 林　志郎 林　志郎 昭57. 8. 1外   整外 リハ診療所
     芦屋市高浜町７－２－１０５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146110,0141,7 本田外科胃腸科 〒659-0063 31-2221 本田　稔 本田　稔 昭61.10. 1内   呼   胃  診療所
     芦屋市宮川町５－１１ 常　勤:    1 循   外   整外現存
     (医       1) 平28.10. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146210,0151,6 アマツ耳鼻咽喉科医院〒659-0093 0797-22-8741天津　治子 天津　治子 昭63.10. 1耳い 診療所
     芦屋市船戸町５－２６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146310,0152,4 安東整形外科 〒659-0021 0797-32-1660安東　寛泰 安東　寛泰 昭63.11. 1整外 リハ 診療所
     芦屋市春日町２－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146410,0157,3 芦屋ファミリークリニ〒659-0065 0797-31-5112医療法人社団　優和会志村　陽子 平元.11. 1皮   形外 内  診療所
     ック 芦屋市公光町９－６ 常　勤:    1　理事長　志村　陽子 小   精   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146510,0158,1 山本耳鼻咽喉科医院 〒659-0033 0797-31-8226医療法人社団　山本耳山本　松紀 平元.11. 1耳い 診療所
     芦屋市高浜町７番２－１０５ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　山本　松紀 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146610,0161,5 北井内科クリニック 〒659-0021 0797-38-4188北井　明 北井　明 平 2. 4. 1内   胃   リハ診療所
     芦屋市春日町２３－８－１０３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146710,0164,9 冨永医院 〒659-0065 0797-22-3823医療法人社団　冨永医冨永　幸治 平 2. 5. 1内   胃   小  診療所
     芦屋市公光町１０－２０ 常　勤:    2院　理事長　冨永　幸 現存
     (医       2)治 平29. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   157 頁

 146810,0165,6 上田内科 〒659-0012 0797-34-1878医療法人社団　上田内上田　亮次 平 2. 5. 1内   胃   循  診療所
     芦屋市朝日ケ丘町２－２４ 常　勤:    1科　理事長　上田　亮 現存
     (医       1)次 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146910,0166,4 あしや聖徳園診療所 〒659-0011 0797-32-7667社会福祉法人聖徳園　北川　 生 平 2. 8. 1内   整外 診療所
     芦屋市六麓荘町３－５７ 常　勤:    1理事長　三上　了道 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147010,0170,6 西川内科 〒659-0093 0797-31-7789西川　昌志 西川　昌志 平 4. 3. 1内   循   診療所
     芦屋市船戸町４－１－４０１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147110,0171,4 大崎メンタルクリニッ〒659-0068 0797-31-4556大崎　登志子 大崎　登志子 平 4.11. 1精   神   診療所
     ク 芦屋市業平町２－１４－２０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147210,0175,5 藤井内科医院 〒659-0016 0797-31-2531医療法人社団　藤井内藤井　義彦 平 5. 6. 1内   診療所
     芦屋市親王塚町１－４－２０２ 常　勤:    1科医院　理事長　藤井 休止
     (医       1)　義彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147310,0176,3 かわもり小児科 〒659-0055 0797-34-6321河盛　重造 河盛　重造 平 5. 7. 1小   診療所
     芦屋市竹園町６－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147410,0180,5 大谷整形外科眼科 〒659-0092 0797-34-7077大谷　卓弘 大谷　卓弘 平 6.10. 1整外 リハ リウ診療所
     芦屋市大原町１１－２４－２１６常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147510,0183,9 野津医院 〒659-0064 0797-32-0272医療法人社団　野津医野津　大路 平 6.11. 1精   神   心内診療所
     芦屋市精道町６－１０芦屋ガーデ常　勤:    1院　理事長　野津　大 現存
     ンハイツ１０２ (医       1)路 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147610,0185,4 古川耳鼻咽喉科医院 〒659-0092 0797-23-4187医療法人社団古川耳鼻古川　雅史 平 6.12. 1耳い 診療所
     芦屋市大原町５－１古川ビル４階常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       2)古川　雅史 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147710,0194,6 吉龍医院 〒659-0043 0797-32-2855吉龍　資雄 吉龍　資雄 平 8. 3.16内   外   皮  診療所
     芦屋市潮見町７－２ 常　勤:    1 こう 麻   リウ現存
     (医       1) 平29. 3.16



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   158 頁

 147810,0196,1 山村皮フ科 〒659-0093 0797-35-1600山村　恵造 山村　恵造 平 8. 4. 1皮   診療所
     芦屋市船戸町４－１－４０６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147910,0199,5 上塚耳鼻咽喉科 〒659-0028 0797-22-5191上塚　弘 上塚　弘 平 8.12. 1耳い 診療所
     芦屋市打出小槌町８－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148010,0202,7 ハザマ耳鼻咽喉科 〒659-0067 0797-31-3387北　眞行 北　眞行 平 9. 4. 1一般    診療所
     芦屋市茶屋之町７番２０号 常　勤:    1 耳い アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148110,0203,5 芦屋市立休日応急診療〒659-0065 0797-21-2782芦屋市長　山中　健 河盛　重造 平 9.11. 1内   小   診療所
     所 芦屋市公光町５－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148210,0205,0 なか眼科 〒659-0028 0797-32-5288中　美恵子 中　美恵子 平10. 7. 1眼   診療所
     芦屋市打出小槌町１４－１１三偉常　勤:    2 新規 現存
     ハイツ芦屋１階 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148310,0211,8 医療法人昭圭会南芦屋〒659-0034 0797-22-4040医療法人　昭圭会　理伊藤　秀裕 平11. 5. 1一般        83病院
     浜病院 芦屋市陽光町３－２１ 常　勤:    4事長　伊藤　茂代 移動 脳外 外   整外現存
     (医       4) 平29. 5. 1内   リハ 
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148410,0214,2 エルホーム芦屋診療所〒659-0025 0797-35-8341社会福祉法人　かんで前川　美穂 平11.11. 1内   外   精  診療所
     芦屋市浜町１２－３ 常　勤:    1ん福祉事業団　理事長 新規 現存
     (医       1)　井上　富夫 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148510,0217,5 野村医院 〒659-0052 0797-22-5505間瀬　勘史 間瀬　勘史 平12. 4. 1内   診療所
     芦屋市伊勢町５－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148610,0218,3 須山脳神経外科クリニ〒659-0064 0797-32-0020医療法人社団須山クリ須山　徹 平12. 5. 1脳外 リハ 神内診療所
     ック 芦屋市精道町７－１ 常　勤:    1ニック　理事長　須山 組織変更 現存
     (医       1)　徹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 148710,0219,1 前川クリニック 〒659-0026 0797-38-1212前川　忠康 前川　忠康 平12.10. 1外   胃   こう診療所
     芦屋市西蔵町４－５ 常　勤:    2 新規 内   呼   精  現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148810,0221,7 ふくおか整形外科 〒659-0021 0797-25-6051福岡　守 福岡　守 平12.12. 1整外 リハ 診療所
     芦屋市春日町７－３－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148910,0227,4 宮川眼科 〒659-0075 0797-38-0184宮川　陽子 宮川　陽子 平13. 1. 1眼   診療所
     芦屋市津知町３－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149010,0229,0 杉岡クリニック 〒659-0014 0797-25-5335杉岡　浩介 杉岡　浩介 平13. 5. 1内   循   診療所
     芦屋市翠ケ丘町１３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149110,0230,8 藤崎整形外科 〒659-0093 0797-38-0107医療法人社団藤崎整形藤﨑　 司 平13. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     芦屋市船戸町２－１－２０６ 常　勤:    1外科　理事長　藤﨑　 組織変更 現存
     (医       1) 司 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149210,0231,6 高内科 〒659-0091 0797-38-0022医療法人社団高内科　高　義雄 平13. 5. 1内   循   診療所
     芦屋市東山町５－８ 常　勤:    1理事長　高　義雄 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149310,0232,4 なかにしクリニック 〒659-0093 0797-25-1751中西　勝也 中西　勝也 平13. 9. 1内   外   消  診療所
     芦屋市船戸町３－２３芦屋三祐ビ常　勤:    1 新規 こう 現存
     ル３階 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149410,0233,2 岡本クリニック 〒659-0093 0797-35-0939岡本　祐三 岡本　祐三 平13. 9. 1内   心内 リハ診療所
     芦屋市船戸町９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149510,0234,0 井村耳鼻咽喉科 〒659-0091 0797-34-7744井村　成充 井村　成充 平13.10. 1耳い アレ 診療所
     芦屋市東山町２７－５ア－バン御常　勤:    1 新規 現存
     郷１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149610,0235,7 みむらクリニック 〒659-0092 0797-32-5172三村　嘉壽男 三村　嘉壽男 平13.10. 1内   小   皮  診療所
     芦屋市大原町１５－１４ 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 149710,0236,5 後藤泌尿器科医院 〒659-0064 0797-21-5065医療法人社団　後藤泌後藤　紀洋彦 平13.12. 1ひ   診療所
     芦屋市精道町７－１ハックス芦屋常　勤:    1尿器科医院　理事長　 組織変更 現存
     ビル２階西室 (医       1)後藤　紀洋彦 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149810,0237,3 松葉医院 〒659-0014 0797-22-1641医療法人社団　松葉医松葉　光史 平14. 1. 1内   胃   循  診療所
     芦屋市翠ケ丘町１－４ 常　勤:    1院　理事長　松葉　光 組織変更 アレ 現存
     (医       1)史 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149910,0238,1 松村内科クリニック 〒659-0052 0797-31-0813松村　安家 松村　安家 平14. 2. 1内   消   循  診療所
     芦屋市伊勢町７－２７ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150010,0243,1 医療法人社団仁愛会青〒659-0023 0797-21-6330医療法人社団　仁愛会河野　紀子 平14.11. 1小   アレ 内  診療所
     い鳥クリニック 芦屋市大東町８番２６号 常　勤:    1　理事長　河野　紀子 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150110,0244,9 つちだ眼科 〒659-0066 0797-55-8989土田　陽三 土田　陽三 平15. 2. 1眼   診療所
     芦屋市大桝町６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150210,0248,0 谷村皮膚科医院 〒659-0092 0797-22-5617医療法人社団谷村皮膚櫻根　幹久 平16. 1. 1皮   診療所
     芦屋市大原町５番３号 常　勤:    1科医院　理事長　櫻根 組織変更 現存
     (医       1)　幹久 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150310,0249,8 藤澤眼科クリニック 〒659-0092 0797-25-1060藤澤　久美子 藤澤　久美子 平16. 2. 1眼   診療所
     芦屋市大原町１１番２４－１１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150410,0250,6 あずみクリニック 〒659-0094 0797-32-5110安住　吉弘 安住　吉弘 平16. 2. 1循   内   リハ診療所
     芦屋市松ノ内町６－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150510,0251,4 平林医院 〒659-0025 0797-22-3548平林　弘久 平林　弘久 平16. 2. 1内   外   呼  診療所
     芦屋市浜町９－５－１０１ 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150610,0253,0 筋師医院 〒659-0013 0797-23-0627医療法人社団筋師医院筋師　満 平16. 5. 1内   診療所
     芦屋市岩園町７番２６号 常　勤:    1　理事長　筋師　満 組織変更 胃腸内科 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 150710,0254,8 藤本整形外科 〒659-0066 0797-23-4154藤本　勝也 藤本　勝也 平16. 7. 1整外 リハ 診療所
     芦屋市大桝町４－１４アトリウム常　勤:    1 新規 現存
     芦屋１階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150810,0257,1 芦屋坂井瑠実クリニッ〒659-0054 0797-31-9911医療法人社団　坂井瑠田中　寛 平17. 4. 1一般 診療所
     ク 芦屋市浜芦屋町１０番１３号 常　勤:    1実クリニック　理事長 新規     一般    19現存
     (医       1)　坂井　瑠實 平29. 4. 1腎臓内科（透析
     非常勤:    4 ）
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150910,0258,9 吉田泌尿器科クリニッ〒659-0092 0797-34-8200吉田　隆夫 吉田　隆夫 平17. 4. 1ひ   診療所
     ク 芦屋市大原町１１番２４号１１０常　勤:    1 新規 現存
     －３ラポルテ北館１Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151010,0259,7 平岡産婦人科 〒659-0028 0797-22-3880医療法人社団　平岡産平岡　宏康 平17. 5. 1一般 診療所
     芦屋市打出小槌町１４番６号 常　勤:    1婦人科　理事長　平岡 組織変更     一般     8現存
     (医       1)　宏康 平29. 5. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151110,0260,5 皮膚科芦屋柿本クリニ〒659-0025 0797-34-0400医療法人社団双樹会皮川畑　香 平17. 5. 6皮   アレ 美外診療所
     ック 芦屋市浜町３番７号 常　勤:    1膚科芦屋柿本クリニッ 移動 現存
     (医       1)ク　理事長　川畑　香 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151210,0261,3 長澤クリニック 〒659-0093 0797-25-0075長澤　豊 長澤　豊 平18. 1. 1内   消   診療所
     芦屋市船戸町２－１－１０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151310,0262,1 芦屋ベンクリニック 〒659-0093 0797-25-1241医療法人社団　芦屋ベ卞　勝人 平18. 1. 1形外 皮   美外診療所
     芦屋市船戸町５番５号３０１ 常　勤:    2ンクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　卞　勝人 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151410,0263,9 芦屋メディカルコミュ〒659-0012 0797-35-5661呉（坂本）　信宜 呉（坂本）　信宜 平18. 5. 1ひ   診療所
     ニティー坂本泌尿器科芦屋市朝日ケ丘町３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151510,0264,7 ながさわ皮膚科 〒659-0064 0797-38-3555長澤　智彦 長澤　智彦 平18. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     芦屋市精道町６－１５桑原ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151610,0265,4 岩﨑眼科クリニック 〒659-0013 0797-25-2275医療法人社団　岩﨑眼岩﨑　嘉秀 平19. 1. 1眼   診療所
     芦屋市岩園町７番２５号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　岩﨑　嘉秀 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 151710,0266,2 芦屋・小野レディスク〒659-0076 0797-21-3700医療法人社団芦屋・小小野　利夫 平19. 1. 1一般         8診療所
     リニック 芦屋市清水町２番８号 常　勤:    1野レディスクリニック 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　理事長　小野　利夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151810,0267,0 芦屋アイクリニック　〒659-0062 0797-38-7698有年　一真 有年　一真 平19. 3. 1美外 形外 皮  診療所
     芦屋院 芦屋市宮塚町３番４号 常　勤:    1 新規 眼   麻   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151910,0268,8 よねくらクリニック 〒659-0093 0797-25-0180米倉　雅之 米倉　雅之 平19. 3. 1整外 麻   リウ診療所
     芦屋市船戸町１番２９号芦屋駅西常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ビル５階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152010,0269,6 かとう皮膚科クリニッ〒659-0093 0797-25-1272加藤　敦 加藤　敦 平19. 3. 1皮   アレ 診療所
     ク 芦屋市船戸町１－２９芦屋駅西ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル５階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152110,0271,2 阿部レディースクリニ〒659-0065 0797-25-0401阿部　紋 阿部　紋 平19. 5. 1婦   産   診療所
     ック 芦屋市公光町７番１５号スピリッ常　勤:    1 新規 現存
     ト芦屋１階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152210,0273,8 ウィメンズクリニック〒659-0093 0797-25-2520布谷　隆明 布谷　隆明 平19. 9. 1婦   産   診療所
     布谷 芦屋市船戸町１－２９芦屋駅西ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル５階 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152310,0274,6 渡辺内科クリニック 〒659-0033 0797-80-8200渡 　吉將 渡 　吉將 平20. 2. 1内   循   診療所
     芦屋市高浜町７－２－１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152410,0276,1 芦屋ＪＳクリニック水〒659-0092 0797-31-3131水谷　次郎 水谷　次郎 平20. 7. 1形外 美外 皮  診療所
     谷 芦屋市大原町２８－１　パルティ常　勤:    1 新規 内   整外 現存
     芦屋４Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152510,0280,3 毛利耳鼻咽喉科・芦屋〒659-0024 0797-69-8741医療法人社団　長州会児島　雄介 平21. 3. 1耳い 診療所
     クリニック 芦屋市南宮町１０－２４ 常　勤:    2　理事長　毛利　大介 新規 現存
     (医       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 152610,0282,9 大野整形外科 〒659-0025 0797-25-7811大野　修 大野　修 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     芦屋市浜町２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152710,0284,5 ゆかりメンタルクリニ〒659-0084 0797-25-2150堀江　由香里 堀江　由香里 平21. 7. 1心内 神   精  診療所
     ック 芦屋市月若町８番２号　Ｓ・Ｔ芦常　勤:    1 新規 現存
     屋川２階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152810,0285,2 医療法人社団和啓会　〒659-0035 0797-25-1202医療法人社団和啓会　天野　慶輝 平21. 8. 1内   診療所
     メディクス芦屋クリニ芦屋市海洋町１２番１号 常　勤:    1理事長　高橋　周二 新規 現存
     ック (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152910,0287,8 さとうクリニック 〒659-0066 0797-20-9634佐藤　ひろみ 佐藤　ひろみ 平21.10. 1心内 精   診療所
     芦屋市大桝町３－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153010,0288,6 にしわき消化器内科・〒659-0025 0797-38-9891 平21.11. 1内   外   こう診療所
     外科クリニック 芦屋市浜町９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153110,0291,0 医療法人順生会　芦屋〒659-0071 0797-22-8000医療法人順生会　理事小西　長生 平22. 5. 1整外 内   形外診療所
     グランデクリニック 芦屋市前田町３番５号 常　勤:    1長　小西　長生 新規 皮   美外 他  現存
     (医       1) 平28. 5. 1神内 
     美容皮膚科　美
     容内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153210,0292,8 芦屋セントマリア病院〒659-0092 0797-23-1771伊藤　直人 伊藤　直人 平22. 4. 1一般 病院
     芦屋市大原町５－２０ 常　勤:    3 交代     一般    60現存
     (医       3) 平28. 4. 1外   整外 内  
     非常勤:   42 リハ 放   麻  
     (医      42) ③消外　消内　
     循内　人工透析
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153310,0293,6 芦屋駅前眼科クリニッ〒659-0093 0797-38-5420医療法人しんあい会　越後　希 平22. 7. 1眼   診療所
     ク 芦屋市船戸町１番２９号芦屋駅西常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     ビル５階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 153410,0294,4 まさい乳腺クリニック〒659-0093 0797-22-2800正井　良和 正井　良和 平22. 9. 1他   診療所
     芦屋市船戸町２－１－２０５ラポ常　勤:    1 新規 現存
     ルテ西館２Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153510,0295,1 医療法人社団　甲南回〒659-0086 0797-22-5511医療法人社団甲南回生松本　浩彦 平22.10. 1外   内   整外診療所
     生　松本クリニック 芦屋市三条南町１３番１６号ソレ常　勤:    1　理事長　松本　浩彦 移動 皮   ひ   現存
     イユ芦屋３階 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153610,0296,9 渡辺産婦人科小児科 〒659-0093 0797-22-5027医療法人社団　三侑会渡邊　誼人 平23. 1. 1一般 診療所
     芦屋市船戸町６－２１ 常　勤:    4　渡辺産婦人科小児科 組織変更     一般    16現存
     (医       4)　理事長　渡邊　誼人 平29. 1. 1産婦 麻   小  
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153710,0298,5 池本脳神経クリニック〒659-0092 0797-22-0268池本　秀康 池本　秀康 平23. 6. 1脳外 神内 診療所
     芦屋市大原町２０番１９号オラン常　勤:    1 新規 現存
     ジュール芦屋１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153810,0299,3 くわの整形外科 〒659-0091 0797-35-1119医療法人社団くわの整桒野　吉浩 平23. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     芦屋市東山町１５番１２号 常　勤:    1形外科　理事長　桒野 組織変更 現存
     (医       1)　吉浩 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153910,0301,7 宮代眼科 〒659-0021 0797-25-5456宮代　美樹 宮代　美樹 平23. 7. 1眼   診療所
     芦屋市春日町７－３サンクレール常　勤:    1 その他 現存
     芦屋２０２ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154010,0302,5 瀬野内科医院 〒659-0092 0797-23-3578瀬野　倫代 瀬野　倫代 平23.11. 1内   診療所
     芦屋市大原町１１－２４－１０６常　勤:    1 その他 ②糖尿病内科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154110,0303,3 いまむらクリニック 〒659-0092 0797-38-6970今村　麻衣子 今村　麻衣子 平24. 6. 1内   呼   ひ  診療所
     芦屋市大原町２０－１９オランジ常　勤:    1 新規 現存
     ュール芦屋２階 (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 154210,0305,8 メイプルこどもクリニ〒659-0013 0797-25-0911小幡　一夫 小幡　一夫 平24.10. 1小   診療所
     ック 芦屋市岩園町１番７号ロイヤルパ常　勤:    1 新規 現存
     ーク芦屋１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154310,0306,6 高橋心療クリニック 〒659-0093 0797-31-0888高橋　道宏 高橋　道宏 平24.10. 1精   心内 診療所
     芦屋市船戸町４－１－４０３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154410,0307,4 まつもと耳鼻咽喉科 〒659-0086 0797-78-8749松本　考司 松本　考司 平25. 1. 1耳い アレ 診療所
     芦屋市三条南町１３－１６ソレイ常　勤:    1 新規 現存
     ユ芦屋２０１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154510,0308,2 いとう内科 〒659-0085 0797-32-2030医療法人社団いとう内伊藤　惠子 平25. 1. 1内   循   診療所
     芦屋市西芦屋町８番１９号 常　勤:    1科　理事長　伊藤　惠 組織変更 現存
     (医       1)子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154610,0309,0 芦屋放射線治療クリニ〒659-0034 0797-25-1161医療法人弘池会　理事池永　弘二 平25. 5. 1放   内   診療所
     ック　のぞみ 芦屋市陽光町３番８４号 常　勤:    1長　池永　弘二 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154710,0311,6 芦屋橋本クリニック 〒659-0068 0797-21-3131医療法人社団芦屋橋本橋本　昌久 平25. 5. 1内   他   消  診療所
     芦屋市業平町６番３１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 循   呼   アレ現存
     (医       1)橋本　昌久 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154810,0312,4 宮﨑内科クリニック 〒659-0021 0797-25-2528医療法人社団宮﨑内科宮﨑　睦雄 平25. 6. 1内   循   呼  診療所
     芦屋市春日町７番３号サンクレー常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リウ アレ 現存
     ル芦屋２０１号室 (医       1)宮﨑　睦雄 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154910,0315,7 あかぎクリニック 〒659-0051 0797-80-8085赤木　良隆 赤木　良隆 平25. 9. 5内   診療所
     芦屋市呉川町７番２６号 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平25. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155010,0316,5 ＪＲ芦屋駅前梅華会耳〒659-0093 0797-32-3341医療法人社団　梅華会山田　耕作 平25.10. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科クリニック 芦屋市船戸町１番２９号モンテメ常　勤:    1　理事長　梅岡　比俊 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     ール西館６階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 155110,0318,1 医療法人　春田クリニ〒659-0067 0797-22-5525医療法人　春田クリニ春田　博之 平26. 4. 1内   小   神内診療所
     ック　芦屋こころとか芦屋市茶屋之町３番２号チェリー常　勤:    1ック　理事長　春田　 新規 アレ 現存
     らだのクリニック プレイス１０１号 (医       1)博之 平26. 4. 1漢方内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155210,0319,9 ひよこキッズクリニッ〒659-0084 0797-22-1450民田　永理 民田　永理 平26. 5. 1小   診療所
     ク 芦屋市月若町８番２－２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155310,0320,7 さわだクリニック 〒659-0072 0797-23-7117医療法人社団さわだク澤田　喜博 平26. 5. 1内   リハ 診療所
     芦屋市川西町８番１３号　２階 常　勤:    1リニック　理事長　澤 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)田　喜博 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155410,0322,3 芦屋ＪＩＮクリニック〒659-0091 0797-35-5000神　三矢 神　三矢 平27. 2. 1心内 精   診療所
     芦屋市東山町２９－１９ジェット常　勤:    1 新規 現存
     ビル　１Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155510,0323,1 さくら眼科 〒659-0094 0797-26-6826井本　昌子 井本　昌子 平27. 2. 1眼   診療所
     芦屋市松ノ内町３番２サニーコー常　勤:    1 新規 現存
     ト芦屋１０２号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155610,0324,9 芦屋やまもとクリニッ〒659-0091 0797-23-3715山本　 司 山本　 司 平27. 2. 1小   アレ 診療所
     ク 芦屋市東山町２９－１９ジェット常　勤:    1 新規 現存
     ビルＢ１ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155710,0325,6 吉田内科クリニック 〒659-0068 0797-38-7210医療法人社団観聖医心吉田　光範 平27. 2. 1内   皮   アレ診療所
     芦屋市業平町５番２号芦屋ハウス常　勤:    1会　理事長　吉田　光 移動 消化器内科　循現存
     ６階 (医       1)範 平27. 2. 1環器内科　糖尿
     病内科　漢方内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155810,0326,4 ながれたに内科クリニ〒659-0075 0797-22-4592医療法人社団　ながれ流谷　裕幸 平27. 2. 1内   診療所
     ック 芦屋市津知町３番１２号 常　勤:    1たに内科クリニック　 移動 循環器内科　消現存
     (医       1)理事長　流谷　裕幸 平27. 2. 1化器内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155910,0328,0 芦屋デコルテクリニッ〒659-0067 0797-38-6334大瀧　小百合 大瀧　小百合 平27. 4. 1形外 皮   診療所
     ク 芦屋市茶屋之町２－２１メイピー常　勤:    1 その他 漢方内科 現存
     ス芦屋２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156010,0329,8 上條医院 〒659-0033 0797-34-0787上條　勝常 上條　勝常 平27. 5. 1内   放   診療所
     芦屋市高浜町７番２－１０５号 常　勤:    1 その他 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 156110,0331,4 ふじクリニック 〒659-0064 0797-31-7373山鳥　崇子 山鳥　崇子 平27. 8. 1内   診療所
     芦屋市精道町６－１３ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156210,0332,2 ひびきこころのクリニ〒659-0093 0797-35-8556安藤　悦子 安藤　悦子 平27. 9. 1心内 精   診療所
     ック 芦屋市船戸町３－２４－１ＭＴビ常　勤:    1 新規 児童精神科 現存
     ル２階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156310,0333,0 ありがとう芦屋クリニ〒659-0093 0797-31-3939芋縄　啓史 芋縄　啓史 平27. 9. 1外   内   診療所
     ック 芦屋市船戸町３－２４－１ＭＴビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156410,0334,8 大森医院 〒659-0032 0797-32-3997医療法人社団　大森医大森　好華 平27. 9. 1内   リハ 皮  診療所
     芦屋市浜風町３番４号 常　勤:    2院　理事長　大森　好 組織変更 ②消化器内科 現存
     (医       2)華 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156510,0335,5 芦屋こばやしクリニッ〒659-0083 0797-35-5672古林　摂 古林　摂 平27.10. 1皮   診療所
     ク 芦屋市西山町１３－３プレミアム常　勤:    1 移動 ②美容皮膚科 現存
     芦屋川３０１ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156610,0336,3 永松クリニック 〒659-0094 0797-32-3399医療法人社団永松クリ永松　馨介 平27.11. 1外   内   麻  診療所
     芦屋市松ノ内町１０番１８号 常　勤:    1ニック　理事長　永松 移動 リハ 現存
     (医       1)　馨介 平27.11. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156710,0337,1 ペインクリニック　芦〒659-0093 0797-25-1347中村　武人 中村　武人 平28. 5. 1脳外 麻   診療所
     屋ピッコロ診療所 芦屋市船戸町３－１９　１階 常　勤:    1 新規 ①ペインクリニ現存
     (医       1) 平28. 5. 1ック内科②漢方
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156810,0338,9 有田クリニック 〒659-0062 0797-23-3000有田　幸生 有田　幸生 平28.10. 1内   診療所
     芦屋市宮塚町１６－６ 常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156910,0339,7 阪神芦屋すばるメンタ〒659-0065 0797-22-7100荒川　守 荒川　守 平28.11. 1心内 精   診療所
     ルクリニック 芦屋市公光町７番１２号 常　勤:    1 新規 児童・思春期精現存
     (医       1) 平28.11. 1神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157010,0340,5 ルークス芦屋クリニッ〒659-0092 0797-23-6033城谷　昌彦 城谷　昌彦 平28.12. 1内   心内 診療所
     ク 芦屋市大原町８－２むービル２階常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 157110,0341,3 オガタファミリークリ〒659-0094 0797-25-2213緒方　誠司 緒方　誠司 平29. 3. 1産婦 ひ   診療所
     ニック 芦屋市松ノ内町２－３エウルビル常　勤:    1 新規 現存
     ２、３階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157210,0342,1 芦屋おく内視鏡クリニ〒659-0066 0797-22-6666奥　久德 奥　久德 平29. 5. 1内   診療所
     ック 芦屋市大桝町１－２５アクセシオ常　勤:    1 新規 ②消化器内科③現存
     芦屋１階 (医       1) 平29. 5. 1内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157310,0343,9 芦屋やなもとペインク〒659-0093 0797-22-8866医療法人社団　芦屋や柳本　富士雄 平29. 4. 1麻   リハ 診療所
     リニック 芦屋市船戸町４番１－４０５号 常　勤:    1なもとペインクリニッ 組織変更 ①ペインクリニ現存
     (医       1)ク　理事長　柳本　富 平29. 4. 1ック内科
     士雄
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157410,0344,7 ちゃばたクリニック 〒659-0021 0797-21-6070茶畑　明美 茶畑　明美 平29.10. 1内   診療所
     芦屋市春日町４－４アメニティ芦常　勤:    1 新規 ②消化器内科 現存
     屋１Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157510,0345,4 芦屋さくらメンタルク〒659-0024 0797-61-5399上山　直紀 上山　直紀 平29.10. 1心内 精   神内診療所
     リニック 芦屋市南宮町６－２２－２０３ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157610,0346,2 いとう眼科クリニック〒659-0025 0797-38-2511伊藤　健 伊藤　健 平30. 3. 1眼   診療所
     芦屋市浜町９番１２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157710,0347,0 芦屋ビューティクリニ〒659-0095 0797-25-7675医療法人社団ＡＢＣ　小西　和人 平30. 3. 1形外 皮   内  診療所
     ック 芦屋市東芦屋町１－２０セラヴィ常　勤:    1理事長　小西　和人 組織変更 現存
     芦屋ビル００１号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157810,0348,8 芦屋Ｒいいだ内科クリ〒659-0065 0797-61-8767飯田　哲士 飯田　哲士 平30. 5. 1内   診療所
     ニック 芦屋市公光町１１番５号芦屋山下常　勤:    1 新規 ①消化器内科、現存
     ビル３０１ (医       1) 平30. 5. 1内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157910,0349,6 芦屋たいらクリニック〒659-0072 0797-38-7291平　和樹 平　和樹 平30. 4. 1内   診療所
     芦屋市川西町６－１９ 常　勤:    1 移動 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158010,0350,4 いわみ眼科 〒659-0065 0797-35-0183岩見　久司 岩見　久司 平30. 6. 1眼   診療所
     芦屋市公光町１１番５号芦屋山下常　勤:    1 新規 現存
     ビル４階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 158111,0059,9 医療法人回生会　宝塚〒665-0022 0797-71-3111医療法人回生会宝塚病馬殿　正人 昭36. 4. 1一般       131病院
     病院 宝塚市野上２丁目１－２ 常　勤:   20院　理事長　馬殿　正 内   ひ   外  現存
     (医      20)人 平30. 4. 1整外 脳外 皮  
     非常勤:   27 リハ 放   麻  
     (医      27) 呼内 形外 
     循内外　消内外
     　こう外　腎内
     　人透内　糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158211,0093,8 イナズミ小児科医院 〒665-0836 稲角　博康 稲角　博康 昭44. 1. 1小   診療所
     宝塚市清荒神１－１２－１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158311,0108,4 医療法人尚和会　宝塚〒665-0832 0797-84-8811医療法人　尚和会　理那須　範滿 昭47. 5. 1一般       199病院
     第一病院 宝塚市向月町１９－５ 常　勤:   21事長　那須　範滿 内   呼内 神内現存
     (医      21) 平29. 5. 1小   アレ 外  
     非常勤:   74 小外 整外 リウ
     (医      74) リハ 脳外 眼  
     形外 美外 皮  
     ひ   放   麻  
     消内糖内循内腎
     内消外乳腺甲外
     こう外ペイ外脊
     椎脊髄外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158411,0112,6 古山小児科医院 〒665-0044 古山　馨代 古山　馨代 昭48. 1. 1内   小   診療所
     宝塚市末成町２８－３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158511,0123,3 沢志医院 〒665-0864 0797-87-6118沢志　安隆 沢志　安隆 昭49. 7. 1内   消   リハ診療所
     宝塚市泉町２１－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158611,0129,0 宝塚医療生活協同組合〒665-0055 0797-71-7288宝塚医療生活協同組合脇野　耕一 昭51. 2. 1内   小   皮  診療所
     良元診療所 宝塚市大成町１０－４５ 常　勤:    1　理事長　脇野　耕一 リハ 心内 現存
     (医       1) 平30. 2. 1消内　循内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158711,0151,4 宝塚エデンの園附属診〒665-0025 0797-76-3810社会福祉法人聖隷福祉飯田　俊博 昭54. 5. 1一般        15診療所
     療所 宝塚市ゆずり葉台３－１－１ 常　勤:    1事業団　理事長　山本 療養         4現存
     (医       1)　敏博 平30. 5. 1内   整外 精  
     非常勤:    6 リハ 皮   
     (医       6)
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 158811,0162,1 豊坂小児科医院 〒665-0000 0797-73-6708豊坂　比沙子 豊坂　比沙子 昭56. 8. 1内   小   診療所
     宝塚市伊子志４－２－６８－１０常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158911,0169,6 永田医院 〒665-0024 永田　匡之 永田　匡之 昭57.12. 1内   循   小  診療所
     宝塚市逆瀬台６－９－１１ 常　勤:    1 外   皮ひ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159011,0177,9 宝塚市立病院 〒665-0827 0797-87-1161宝塚市長　中川　智子今中　秀光 昭59. 5. 1一般       436病院
     (11,0185,8) 宝塚市小浜４丁目５－１ 常　勤:   65 内   呼内 心内現存
     (医      62) 平29. 5. 1外   呼外 心外
     (歯       3) 脳外 整外 形外
     非常勤:   17 リウ 小   皮  
     (医      16) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い リハ 歯外
     麻   病理 
     消内循内腫内腎
     内血内緩ケ内救
     急糖内放診放治
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159111,0181,1 はんしん自立の家診療〒665-0042 0797-73-7213社会福祉法人ひょうご相馬　照代 昭60. 9. 1内   精   神内診療所
     所 宝塚市美幸町１１番１６号 常　勤:    1障害福祉事業協会　理 整外 皮   他  現存
     (医       1)事長　片岡　實 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159211,0183,7 田畑中山台診療所 〒665-0871 田畑　恭二 田畑　恭二 昭61. 2. 1内   小   皮  診療所
     宝塚市中山五月台５－８－１０ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159311,0194,4 助永クリニック 〒665-0061 0798-53-0990助永　篤比古 助永　篤比古 昭62. 9. 1神内 外   整外診療所
     宝塚市仁川北３－７－９ 常　勤:    1 脳外 リハ 放  現存
     (医       1) 平29. 9. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159411,0203,3 宝塚市国民健康保険診〒669-1211 0797-91-1230宝塚市長　中川　智子桃原　悟 平元. 4. 1内   歯   歯外診療所
     (11,0132,0) 療所 宝塚市大原野字南穴虫１－８５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159511,0206,6 医療法人社団あずまク〒665-0034 0797-73-1277医療法人社団あずまク東　強 平元. 7. 1内   神内 精  診療所
     リニック 宝塚市小林４－７－５８宝生マン常　勤:    1リニック　理事長　東 心内 現存
     ション１階１号 (医       1)　強 平28. 7. 1
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 159611,0208,2 中村耳鼻咽喉科 〒665-0852 0797-84-8733医療法人社団　中村耳中村　敏治 平元. 7.18耳い 診療所
     宝塚市売布２－１３－８ 常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　中 現存
     (医       2)村　敏治 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159711,0213,2 北村眼科医院 〒665-0852 0797-85-1777医療法人社団　公成会北村　弘幸 平元.12. 1眼   診療所
     宝塚市売布２－８－１５ 常　勤:    1　理事長　北村　弘幸 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159811,0216,5 難波医院 〒665-0013 0797-71-0025医療法人社団　難波医 波　學 平 2. 4. 1内   小   診療所
     宝塚市宝梅１－４－３ 常　勤:    2院　理事長　 波　學 循環器内科　消休止
     (医       2) 平29. 4. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159911,0217,3 柴田クリニック 〒665-0022 0797-73-6616医療法人社団　柴田ク柴田　雅文 平 2. 4. 1内   診療所
     宝塚市野上３－１３－１１ 常　勤:    1リニック　理事長　柴 現存
     (医       1)田　雅文 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160011,0218,1 三村皮膚科 〒665-0842 0797-86-3751三村　みどり 三村　みどり 平 2. 6. 1皮   診療所
     宝塚市川面５－４－１０－２０１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160111,0227,2 松本内科医院 〒665-0823 0797-84-8815松本　利勝 松本　利勝 平 3. 7. 1内   循   診療所
     宝塚市安倉南１－２０－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160211,0233,0 宝塚市立子ども発達支〒665-0822 0797-86-7122兵庫県宝塚市長　中川坂本　道子 平 4. 1. 1小   整外 診療所
     援センターすみれ園診宝塚市安倉中３－２－２ 常　勤:    1　智子 現存
     療所 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160311,0238,9 末岡内科医院 〒665-0815 0797-88-8724医療法人社団　末岡内末岡　悟 平 5. 1. 1内   胃   小  診療所
     宝塚市山本丸橋町３－１－６ 常　勤:    1科医院　理事長　末岡 現存
     (医       1)　悟 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160411,0239,7 新海医院 〒665-0033 0797-72-4243新海　恒一 新海　恒一 平 5. 1. 1眼   診療所
     宝塚市伊子志２－１６－１１ 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160511,0240,5 岡本クリニック 〒665-0845 0797-85-8090岡本　純子 岡本　純子 平 5. 4. 1内   精   神内診療所
     宝塚市栄町２－１－２ソリオ２３常　勤:    1 現存
     階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 160611,0244,7 清水外科胃腸科 〒665-0836 0797-86-3933医療法人社団　清水外清水　實 平 5. 5. 1胃   外   リハ診療所
     宝塚市清荒神１－２－３６ 常　勤:    1科胃腸科　理事長　清 現存
     (医       1)水　實 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160711,0245,4 かば内科クリニック 〒665-0861 0797-87-2720蒲　学 蒲　学 平 5. 9. 1内   診療所
     宝塚市中山寺１－１５－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160811,0246,2 田村クリニック 〒665-0033 0797-77-3060医療法人社団田村クリ田村　伸介 平 5.12. 1内   呼   放  診療所
     宝塚市伊子志１－７－１５ 常　勤:    1ニック　理事長　田村 現存
     (医       1)　伸介 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160911,0249,6 仁川診療所 〒665-0075 0798-51-1127横山　英世 横山　英世 平 6. 1.15内   胃   放  診療所
     宝塚市仁川宮西町２－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161011,0258,7 園田耳鼻咽喉科医院 〒665-0061 0798-54-8768園田　隆郎 園田　隆郎 平 7. 5. 1耳い 診療所
     宝塚市仁川北２－６－１４橋本ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161111,0259,5 柴田内科医院 〒665-0034 0797-72-3014医療法人社団柴田内科柴田　充 平 7. 4. 1内   胃   循  診療所
     宝塚市小林３－８－４５ 常　勤:    2医院　理事長　柴田　 現存
     (医       2)充 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161211,0260,3 塩崎クリニック 〒665-0845 0797-81-9519塩﨑　將晴 塩﨑　将晴 平 7. 6. 1一般         3診療所
     宝塚市栄町２－１１－１０ 常　勤:    1 内   外   形外現存
     (医       1) 平28. 6. 1婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161311,0263,7 岡山内科医院 〒665-0884 0797-80-2438岡山　彰宏 岡山　彰宏 平 7.11. 1内   診療所
     宝塚市山本西２丁目７番３－１０常　勤:    1 現存
     ３号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161411,0264,5 原田整形外科 〒665-0034 0797-77-0231医療法人社団　原田整原田　義昭 平 8. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     宝塚市小林５－４－３９ 常　勤:    1形外科　理事長　原田 現存
     (医       1)　義昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161511,0266,0 安井眼科 〒665-0842 0797-87-4776安井　紫都子 安井　紫都子 平 8. 1. 1眼   診療所
     宝塚市川面５－１０－３５エヌ・常　勤:    1 現存
     ワイビル３階 (医       1) 平29. 1. 1
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 161611,0267,8 川勝クリニック 〒665-0003 0797-85-8655川勝　幹和 川勝　幹和 平 8. 1. 1内   循   診療所
     宝塚市湯本町６－１８－１０１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161711,0268,6 沢村泌尿器科クリニッ〒665-0842 0797-85-6181澤村　新 澤村　新 平 8. 3. 1ひ   内   診療所
     ク 宝塚市川面５－８－２第二大谷ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161811,0271,0 きくなみ医院 〒665-0035 0797-77-0788医療法人社団きくなみ聴涛　貴一郎 平 9. 2. 1内   小   アレ診療所
     宝塚市逆瀬川１－１－１イトーピ常　勤:    1医院　理事長　聴涛　 現存
     ア２Ｆ (医       1)貴一郎 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161911,0272,8 田中大也整形外科 〒665-0881 0797-89-0078医療法人社団田中大也田中　大也 平 9. 2. 1外   整外 リハ診療所
     宝塚市山本東３－１４－６ 常　勤:    1整形外科　理事長　田 リウ 現存
     (医       1)中　大也 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162011,0273,6 中埜クリニック 〒665-0836 0797-81-5321中埜　賢 中埜　賢 平 9. 4. 1神   脳外 診療所
     宝塚市清荒神１－３－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162111,0276,9 近藤診療所 〒669-1203 0797-91-1119近藤　春樹 近藤　春樹 平 9. 6. 1内   小   外  診療所
     宝塚市下佐曽利字欠７ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162211,0279,3 森田皮膚科クリニック〒665-0033 0797-73-8770森田　廣明 森田　廣明 平 9. 9. 1皮   診療所
     宝塚市伊孑志３－８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162311,0280,1 増谷耳鼻咽喉科医院 〒665-0033 0797-73-4187増谷　康則 増谷　康則 平 9. 9. 1耳い 診療所
     宝塚市伊孑志３－８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162411,0283,5 和田内科 〒665-0024 0797-73-8059和田　勇 和田　勇 平 9.10. 1内   小   診療所
     宝塚市逆瀬台４－２－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162511,0286,8 内田医院 〒665-0051 0797-73-5119医療法人社団内田医院内田　朝日己 平10. 2. 1内   小   循  診療所
     宝塚市高司２丁目７－２ 常　勤:    1　理事長　内田　朝日 組織変更 胃   放   リハ現存
     (医       1)己 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 162611,0288,4 柴田眼科 〒665-0011 0797-74-8777医療法人社団　柴田眼柴田　哲夫 平10. 5. 1眼   診療所
     宝塚市南口２丁目５－３０第三バ常　勤:    1科　理事長　柴田　哲 組織変更 現存
     イオレットビル２階 (医       1)夫 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162711,0289,2 中井医院 〒665-0035 中井　通治 中井　通治 平10. 5. 1内   小   循  診療所
     宝塚市逆瀬川１－１－１９ 常　勤:    1 移動 アレ リハ 他  現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162811,0291,8 石本クリニック 〒665-0035 0797-74-7166医療法人社団　石本会石本　栄作 平10. 6. 1麻   整外 リハ診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目５－２４－３常　勤:    2　理事長　石本　栄作 組織変更 小   他   現存
     ０１ (医       2) 平28. 6. 1②ペインクリニ
     ック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162911,0293,4 田中医院 〒665-0024 0797-73-2848田中　宏明 田中　宏明 平10.12. 1胃   内   外  診療所
     宝塚市逆瀬台４丁目７－７ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163011,0296,7 広石医院 〒665-0024 0797-72-6861 石　惠才 石　惠才 平11. 1. 1内   アレ リウ診療所
     宝塚市逆瀬台１－１１－４－２０常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163111,0297,5 梅村耳鼻咽喉科 〒665-0035 0797-71-7151梅村　仁 梅村　仁 平11. 4. 1耳い 診療所
     宝塚市逆瀬川２－５－２０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163211,0299,1 宝塚メディカルスクウ〒665-0011 0797-72-3992医療法人社団　宝塚メ谷村　雅一 平11. 5. 1①消化器内科　診療所
     ェア　谷村医院 宝塚市南口１丁目８－２６ 常　勤:    1ディカルスクウェア　 組織変更 肛門・大腸外科現存
     (医       1)谷村医院　理事長　谷 平29. 5. 1
     村　雅一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163311,0303,1 栗田クリニック 〒665-0842 0797-85-3733栗田　義博 栗田　義博 平11.11. 1外   整外 胃  診療所
     宝塚市川面５丁目１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163411,0304,9 中川皮フ科クリニック〒665-0852 0797-87-1711中川　浩一 中川　浩一 平11.12. 1皮   診療所
     宝塚市売布２丁目１２－６谷内ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１０１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163511,0307,2 希望の家グリーンホー〒669-1231 0797-91-1800社会福祉法人希望の家久保田　浩 平12. 4. 1内   外   胃  診療所
     ムクリニック 宝塚市玉瀬字田畠１０番地 常　勤:    1　理事長　藤本　勝巳 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 163611,0308,0 山口整形外科クリニッ〒665-0852 0797-83-1107山口　力 山口　力 平12. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 宝塚市売布２丁目１１－１ピピア常　勤:    1 新規 外   現存
     めふ２　２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163711,0309,8 山﨑内科医院 〒665-0011 0797-76-3727山﨑　要 山﨑　要 平12. 4. 1内   放   診療所
     宝塚市南口１丁目１６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163811,0311,4 黒田整形外科 〒665-0022 0797-72-1370黒田　均 黒田　均 平12. 4.13整外 リハ 診療所
     宝塚市野上１丁目２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163911,0312,2 岸本医院 〒665-0054 0798-52-0210岸本　通彦 岸本　通彦 平12. 7. 1内   小   放  診療所
     宝塚市鹿塩２丁目１１－１０ 常　勤:    2 交代 消   循   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164011,0313,0 大橋クリニック 〒665-0034 0797-76-4610大橋　嘉樹 大橋　嘉樹 平12.10. 1精   神   心内診療所
     宝塚市小林２丁目１０－１７スト常　勤:    1 新規 神内 現存
     リート小林２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164111,0316,3 斎藤内科 〒665-0034 0797-71-6515医療法人社団斎藤内科斎藤　公明 平12.12. 1内   循   呼  診療所
     宝塚市小林５丁目４－４３ 常　勤:    1　理事長　斎藤　公明 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164211,0317,1 仁成クリニック 〒665-0061 0798-51-8141医療法人社団仁成会　依藤　良一 平13. 1. 1内   他   診療所
     宝塚市仁川北２丁目３－８ 常　勤:    2理事長　依藤　良一 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164311,0322,1 みなみ眼科 〒665-0827 0797-81-8833医療法人社団愛瞳会　南　洋一 平13. 4. 5眼   診療所
     宝塚市小浜５丁目１－２８ 常　勤:    1理事長　南　洋一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164411,0323,9 児玉診療所 〒665-0842 0797-85-5577医療法人社団それいゆ児玉　和典 平13. 4. 1一般        19診療所
     宝塚市川面３丁目２４－９ 常　勤:    3会　理事長　児玉　慎 移動 内   胃   循  現存
     (医       3)一郎 平25. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:    3 ひ   こう 眼  
     (医       3) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164511,0324,7 うえむら眼科 〒665-0881 0797-82-6666上村　穂高 上村　穂高 平13. 5. 1眼   診療所
     宝塚市山本東３丁目１１－４仲徳常　勤:    1 新規 現存
     園ビル２０１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 164611,0325,4 こだま病院 〒665-0841 0797-87-2525医療法人社団それいゆ菅　敬治 平13. 4. 1一般        55病院
     宝塚市御殿山１丁目３－２ 常　勤:   10会　理事長　児玉　慎 移動 療養        55現存
     (医      10)一郎 平25. 4. 1内   外   整外
     非常勤:    8 ひ   脳外 リウ
     (医       8) 放   リハ 
     消内　消外　糖
     ・代謝内　循内
     　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164711,0327,0 入江医院 〒665-0816 0797-88-0064医療法人社団入江医院入江　輝夫 平13. 6. 1内   小   診療所
     宝塚市平井１丁目７－２４ 常　勤:    2　理事長　入江　輝夫 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164811,0329,6 なかがわ眼科 〒665-0874 0797-82-6066中川　知美 中川　知美 平13. 8. 1眼   診療所
     宝塚市中筋７丁目７３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164911,0331,2 安井内科 〒665-0842 0797-86-4536安井　恒文 安井　恒文 平13. 9. 1内   診療所
     宝塚市川面５丁目１０－３５エヌ常　勤:    2 交代 現存
     ワイビル２階 (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165011,0334,6 やまおか医院 〒665-0842 0797-81-5667山岡　茂雄 山岡　茂雄 平13.12. 1外   整外 消  診療所
     宝塚市川面６丁目１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165111,0337,9 野田耳鼻咽喉科 〒665-0011 0797-73-1233野田　一郎 野田　一郎 平14. 4. 1耳い 診療所
     宝塚市南口２－５－３０第３バイ常　勤:    1 新規 現存
     オレットビル１階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165211,0342,9 中出医院 〒665-0824 0797-86-3459医療法人社団　中出医中出　幸克 平14. 5. 1内   放   小  診療所
     宝塚市金井町４－５４井上マンシ常　勤:    1院　理事長　中出　幸 組織変更 消化器内科 現存
     ョン１階 (医       1)克 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165311,0343,7 合田外科 〒665-0045 0797-71-2132合田　潔 合田　潔 平14. 7. 1外   整外 リハ診療所
     宝塚市光明町２９－７ 常　勤:    1 交代 胃   呼   循  現存
     (医       1) 平26. 7. 1ひ   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165411,0345,2 森田医院 〒665-0842 0797-87-2211森田　仁 森田　仁 平14. 9. 1内   心内 精  診療所
     宝塚市川面５丁目８番５号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165511,0347,8 寺林医院 〒665-0061 0798-56-1414寺林　稔 寺林　稔 平14.11. 1内   小   診療所
     宝塚市仁川北２－５－１ 常　勤:    1 新規 消内　循内 現存
     (医       1) 平26.11. 1
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 165611,0348,6 広辻眼科 〒665-0022 0797-72-6586医療法人社団広 眼科 　徳彦 平14.12. 1眼   診療所
     宝塚市野上２丁目４－１９ 常　勤:    2　理事長　 　逸郎 移動 現存
     (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165711,0352,8 いわた整形リウマチク〒665-0874 0797-82-2855岩田　康男 岩田　康男 平15. 2. 1リウ 整外 リハ診療所
     リニック 宝塚市中筋８丁目１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165811,0354,4 田村胃腸科内科 〒665-0034 0797-72-8844田村　和民 田村　和民 平15. 2. 1胃   内   診療所
     宝塚市小林５丁目４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165911,0356,9 森医院 〒665-0874 0797-82-1125森　啓高 森　啓高 平15. 3. 1ひ   内   診療所
     宝塚市中筋８丁目１３－５宝塚す常　勤:    2 新規 現存
     みれメディカルビル２Ａ (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166011,0357,7 ふじき耳鼻咽喉科 〒665-0011 0797-76-5033藤木　宏也 藤木　宏也 平15. 5. 1耳い 診療所
     宝塚市南口１丁目８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166111,0358,5 まつなが皮膚科 〒665-0061 0798-53-3311松永　悦治 松永　悦治 平15. 5. 1皮   診療所
     宝塚市仁川北２丁目５番１号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166211,0359,3 いまい内科クリニック〒665-0021 0797-76-5177医療法人社団薫風会　今井　信行 平15. 5. 1内   リウ 診療所
     宝塚市中州２丁目１番２８号 常　勤:    1理事長　今井　信行 組織変更 腎臓内科　人工現存
     (医       1) 平27. 5. 1透析内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166311,0360,1 岡本クリニック 〒665-0033 0797-77-8177医療法人社団　岡本ク岡本　英一 平15. 5. 1ひ   診療所
     宝塚市伊孑志３丁目２－１ 常　勤:    1リニック　理事長　岡 組織変更 現存
     (医       1)本　英一 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166411,0361,9 森クリニック 〒665-0033 0797-77-7787医療法人社団オーロラ森　剛士 平15. 5. 1内   外   整外診療所
     宝塚市伊孑志３丁目２番３０号 常　勤:    1会　理事長　森　剛士 組織変更 リハ 神内 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166511,0363,5 大西レディスクリニッ〒665-0022 0797-76-5210大西　 彦 大西　 彦 平15. 9. 1婦   産   診療所
     ク 宝塚市野上１－１－２４逆瀬川西常　勤:    1 新規 現存
     口ビル２階 (医       1) 平27. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   178 頁

 166611,0364,3 吉矢医院 〒665-0861 0797-86-6277吉矢　義継 吉矢　義継 平15. 9. 1内   小   消  診療所
     宝塚市中山寺１－１７－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166711,0365,0 みやもとクリニック 〒665-0852 0797-86-1118宮本　俊明 宮本　俊明 平15.10. 1心内 精   神  診療所
     宝塚市売布２－１１－１　２０１常　勤:    1 新規 神内 現存
     －５ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166811,0369,2 蓮尾医院 〒665-0871 0797-89-3858医療法人社団蓮尾医院蓮尾　春輝 平16. 1. 1内   小   放  診療所
     宝塚市中山五月台２丁目２番２号常　勤:    2　理事長　蓮尾　直輝 組織変更 皮   美外 現存
     (医       2) 平28. 1. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166911,0370,0 おぎはら皮ふ科 〒665-0861 0797-81-3318荻原　俊治 荻原　俊治 平16. 2. 1皮   アレ 形外診療所
     宝塚市中山寺１－６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167011,0371,8 福本クリニック 〒665-0882 0797-82-3555医療法人社団一歩会　福本　康夫 平16. 2. 1内   循   精  診療所
     宝塚市山本南１丁目１７－２５ 常　勤:    2理事長　福本　康夫 組織変更 神   心内 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167111,0374,2 岸本クリニック 〒665-0867 0797-85-4101医療法人社団岸本クリ岸本　 己 平16. 6. 1消   診療所
     宝塚市売布東の町１３番２７号 常　勤:    1ニック　理事長　岸本 組織変更 現存
     (医       1)　 己 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167211,0375,9 成山クリニック 〒665-0034 0797-73-8030成山　硬 成山　硬 平16. 6. 1内   循   リハ診療所
     宝塚市小林２－１１－１６カサオ常　勤:    1 交代 現存
     バヤシ２Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167311,0378,3 そりおクリニック 〒665-0845 0797-81-4655医療法人社団医秀会　宋　秀男 平17. 1. 1内   外   胃  診療所
     宝塚市栄町２丁目２番１号 常　勤:    1理事長　宋　秀男 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167411,0379,1 中西医院 〒665-0881 0797-88-7064医療法人社団宝和会中中西　和子 平17. 1. 6内   小   胃  診療所
     宝塚市山本東２丁目６番７号 常　勤:    1西医院　理事長　中西 移動 呼   現存
     (医       1)　和子 平29. 1. 6
     非常勤:    2
     (医       2)
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 167511,0380,9 村井皮フ科クリニック〒665-0034 0797-72-4970村井　隆 村井　隆 平17. 2.11皮   診療所
     宝塚市小林５丁目４－１９エステ常　勤:    1 移動 現存
     ート吉田ビル２Ｆ (医       1) 平29. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167611,0381,7 くさかべ皮フ科 〒665-0845 0797-83-0083草壁　秀成 草壁　秀成 平17. 5. 1皮   診療所
     宝塚市栄町２－１－２　ソリオ２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167711,0382,5 栗原医院 〒665-0011 0797-76-5820栗原　秀明 栗原　秀明 平17. 5. 1内   小   循  診療所
     宝塚市南口２－４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167811,0385,8 川上診療所 〒665-0061 0798-51-7341川上　研太 川上　研太 平17. 6. 1内   診療所
     宝塚市仁川北３丁目３－１０ 常　勤:    2 交代 循環器内科 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167911,0387,4 かとうクリニック 〒665-0072 0797-72-0051医療法人社団かとうク加藤　晴実 平17. 6. 2内   循   呼  診療所
     宝塚市千種２丁目８番１０２号 常　勤:    2リニック　理事長　加 組織変更 消   小   外  現存
     (医       2)藤　晴実 平29. 6. 2整外 放   リハ
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168011,0388,2 医療法人社団悠久会辻〒665-0861 0797-69-1005医療法人社団悠久会辻辻　孝教 平17. 7. 1耳い 診療所
     クリニック 宝塚市中山寺１丁目１４番１９号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)辻　孝教 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168111,0389,0 小原ウイメンズクリニ〒665-0881 0797-82-1211医療法人社団明仁会小小原　明 平17. 7. 1産婦 診療所
     ック 宝塚市山本東２丁目８番２５号 常　勤:    1原ウイメンズクリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　小原　明 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168211,0391,6 ながふじ小児科クリニ〒665-0874 0797-82-5711医療法人社団ながふじ長藤　洋 平17. 8. 1小   アレ 診療所
     ック 宝塚市中筋５丁目１０番２３号 常　勤:    1小児科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　長藤　洋 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168311,0393,2 門真晋栄福祉会診療所〒665-0047 0797-73-0880社会福祉法人晋栄福祉西井　一雅 平17.10. 1内   外   消  診療所
     宝塚市亀井町１０番３０号 常　勤:    1会　理事長　濵田　和 新規 リハ 現存
     (医       1)則 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168411,0394,0 清水産婦人科医院 〒665-0011 0797-72-0300清水　卓 清水　卓 平17.11.28一般 診療所
     宝塚市南口２－２－４ 常　勤:    1 交代     一般 現存
     (医       1) 平29.11.28産婦 
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 168511,0395,7 仲原医院 〒665-0852 0797-86-6251仲原　弘 仲原　弘 平18. 1. 1内   小   放  診療所
     宝塚市売布２丁目７－９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168611,0396,5 くきクリニック 〒665-0874 0797-82-3000医療法人社団　九鬼会九鬼　章尚 平17.12.25内   診療所
     宝塚市中筋５丁目２０番１号 常　勤:    1　理事長　九鬼　章尚 移動 現存
     (医       1) 平29.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168711,0397,3 かめだこどもクリニッ〒665-0034 0797-78-2867医療法人社団　かめだ亀田　愛樹 平18. 3. 1小   アレ 診療所
     ク 宝塚市小林５丁目４－１９ 常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　亀田　愛樹 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168811,0399,9 小松原医院 〒665-0033 0797-71-5889小松原　誠 小松原　誠 平18. 4. 1脳外 神内 外  診療所
     宝塚市伊孑志３丁目２番３１号 常　勤:    1 新規 脳血管内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168911,0401,3 飯山内科クリニック 〒665-0875 0797-80-1060飯山　佳英子 飯山　佳英子 平18. 4. 1内   リハ 診療所
     宝塚市中筋山手１丁目１１番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169011,0403,9 こくふブレストクリニ〒665-0861 0797-85-7650國府　育央 國府　育央 平18. 7. 1外   診療所
     ック 宝塚市中山寺１－１０－６中山寺常　勤:    1 新規 現存
     メディカルセンター１０２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169111,0406,2 かわたクリニック 〒665-0816 0797-82-2400河田　恭孝 河田　恭孝 平18.11. 1耳い 皮   形外診療所
     宝塚市平井１－４－１８ミキビル常　勤:    2 新規 現存
     １Ｆ (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169211,0407,0 まみクリニック 〒665-0816 0797-82-2680福間　満美 福間　満美 平19. 2. 1心内 神内 精  診療所
     宝塚市平井１丁目４番１８号ミキ常　勤:    1 新規 内   現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169311,0408,8 尾口皮膚科 〒665-0011 0797-72-2468医療法人社団　尾口　尾口　基 平19. 1. 1皮   診療所
     宝塚市南口２丁目５番３０号 常　勤:    1理事長　尾口　基 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169411,0409,6 医療法人社団　森迫脳〒665-0816 0797-82-1116医療法人社団　森迫脳森迫　敏貴 平19. 3. 1一般 診療所
     神経外科 宝塚市平井５丁目１番８号 常　勤:    2神経外科　理事長　森 組織変更     一般    19現存
     (医       2)迫　敏貴 平25. 3. 1脳外 
     非常勤:    5
     (医       5)
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 169511,0410,4 藤本医院 〒665-0842 0797-87-5008藤本　卓也 藤本　卓也 平19. 5. 1内   小   アレ診療所
     宝塚市川面５丁目４－３－１０２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169611,0411,2 篠部医院 〒665-0852 0797-86-9822篠部　信一郎 篠部　信一郎 平19. 5. 1内   小   診療所
     宝塚市売布３－４－６ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169711,0412,0 くりやま内科 〒665-0021 0797-73-0285医療法人社団緑紅会　栗山　良紘 平19. 6. 1内   神内 診療所
     宝塚市中州２丁目６番３１号 常　勤:    1理事長　栗山　良紘 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169811,0413,8 雲雀丘クリニック 〒665-0804 072-759-2010医療法人社団雲雀丘ク嶋津　悦子 平19. 6. 1内   小   ひ  診療所
     宝塚市雲雀丘山手１丁目１４番２常　勤:    1リニック　理事長　嶋 組織変更 現存
     ５号 (医       1)津　悦子 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169911,0414,6 今泉クリニック 〒665-0035 0797-72-3864医療法人社団　今泉ク竹原　満登里 平19. 6. 1内   胃   放  診療所
     宝塚市逆瀬川２丁目４番３号 常　勤:    1リニック　理事長　竹 組織変更 現存
     (医       1)原　満登里 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170011,0415,3 松村心療内科 〒665-0861 0797-86-0899医療法人社団　松村心松村　裕 平19. 6. 1心内 精   神内診療所
     宝塚市中山寺二丁目８番１号とも常　勤:    1療内科　理事長　松村 組織変更 現存
     ゑビル１Ｆ (医       1)　裕 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170111,0416,1 後藤医院 〒665-0035 0797-72-4031後藤　充康 後藤　充康 平19. 7. 1内   小   診療所
     宝塚市逆瀬川１丁目１０－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170211,0419,5 横山眼科 〒665-0861 0797-85-1562横山　健二郎 横山　健二郎 平20. 3. 1眼   診療所
     宝塚市中山寺１－１４－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170311,0420,3 三上内科クリニック 〒665-0045 0797-71-2141林﨑　緑 林﨑　緑 平20. 4. 1内   診療所
     宝塚市光明町３番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 170411,0421,1 医療法人尚和会　宝塚〒665-0833 0797-81-2345医療法人尚和会　理事田口　潤智 平20. 5. 1療養 病院
     リハビリテーション病宝塚市鶴の荘２２番２号 常　勤:    6長　那須　範滿 新規     療養   162現存
     院 (医       6) 平26. 5. 1内   リハ 脳外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170511,0422,9 平田クリニック 〒665-0033 0797-72-7711平田　展章 平田　展章 平20. 5. 1内   循   心外診療所
     宝塚市伊孑志３－８－２０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170611,0423,7 チャイルドクリニック〒665-0844 0797-83-1173医療法人社団　サンタ吉田　麻希 平20. 7. 1小   診療所
     　サンタクルス　ザ　宝塚市武庫川町６番２２号 常　勤:    1クルス　理事長　吉田 新規 現存
     タカラヅカ (医       1)　昌弘 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170711,0425,2 レディース＆マタニテ〒665-0844 0797-83-1188医療法人社団　サンタ藤田　一之 平20. 7. 1一般 診療所
     ィクリニック　サンタ宝塚市武庫川町６番２２号 常　勤:    2クルス　理事長　吉田 新規     一般    19現存
     クルス　ザ　タカラヅ (医       2)　昌弘 平26. 7. 1産婦 小   
     カ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170811,0427,8 えびす谷クリニック 〒665-0011 0797-71-5131戎谷　豊樹 戎谷　豊樹 平21. 1. 1外   内   整外診療所
     宝塚市南口２－１４－５－２１１常　勤:    1 新規 消   リハ 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170911,0428,6 大西医院 〒665-0864 0797-86-2478大西　修 大西　修 平21. 1. 1内   小   診療所
     宝塚市泉町２１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171011,0431,0 ふるかわ眼科 〒665-0034 0797-71-4146古川　晶子 古川　晶子 平21. 5. 1眼   診療所
     宝塚市小林２丁目８－１１　千種常　勤:    1 新規 現存
     ヶ丘グランドハイツ１０１ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171111,0432,8 辰井整形外科 〒665-0011 0797-78-2880辰井　光 辰井　光 平21. 8. 1整外 リハ 診療所
     宝塚市南口１－８－２０南口ビル常　勤:    1 移動 現存
     ４Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171211,0434,4 回春堂藤本内科循環器〒665-0011 0797-76-3639医療法人社団回春堂藤藤本　俊典 平21. 9. 1内   診療所
     内科 宝塚市南口１丁目８番２０号南口常　勤:    1本内科循環器内科　理 移動 循環器内科 現存
     ビル５階 (医       1)事長　藤本　俊典 平27. 9. 1
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 171311,0435,1 じゅん内科クリニック〒665-0021 0797-76-1888加藤　順子 加藤　順子 平21.11. 1内   呼   アレ診療所
     宝塚市中州１丁目１５番２号逆瀬常　勤:    1 新規 現存
     川ビル１階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171411,0436,9 とみい眼科クリニック〒665-0034 0797-76-5535医療法人社団とみい眼冨井　りか 平21.11. 1眼   診療所
     宝塚市小林５丁目４番１９号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　冨井　りか 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171511,0437,7 くまクリニック 〒665-0835 0797-86-8114朝隈　章夫 朝隈　章夫 平22. 5. 1内   循   呼  診療所
     宝塚市旭町２丁目１５－１１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171611,0438,5 みやざわクリニック 〒665-0823 0797-84-5222宮澤　大輔 宮澤　大輔 平22. 7. 1眼   他   診療所
     宝塚市安倉南１－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171711,0439,3 ひろもとクリニック 〒665-0874 0797-80-1111廣本　憲司 廣本　憲司 平22. 7. 1内   循   小  診療所
     宝塚市中筋５丁目１３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171811,0441,9 たなか心療内科 〒665-0022 0797-71-4783田中　勇三 田中　勇三 平22. 7. 1精   心内 診療所
     宝塚市野上２－２－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171911,0442,7 山手台医院 〒665-0886 柳本　秀成 柳本　秀成 平22.10. 1内   小   皮  診療所
     宝塚市山手台西４－１－２ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172011,0444,3 たんぽぽキッズクリニ〒665-0021 0797-74-3811八幡　倫代 八幡　倫代 平22.11. 1小   診療所
     ック 宝塚市中州１丁目１６－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172111,0446,8 藤耳鼻咽喉科 〒665-0845 0797-87-1337医療法人社団藤耳鼻咽藤　久仁親 平23. 2. 1耳い 診療所
     宝塚市栄町二丁目１番２号ソリオ常　勤:    1喉科　理事長　藤　久 移動 現存
     宝塚２　１０３ーＡ (医       1)仁親 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 172211,0449,2 晋栄福祉会診療所 〒665-0877 0797-82-0201社会福祉法人　晋栄福牧野　香映 平23. 5. 1内   歯   診療所
     (11,0258,3) 宝塚市中山桜台１丁目７番１号 常　勤:    1祉会　理事長　濵田　 新規 現存
     (医       1)和則 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       5)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172311,0450,0 あらき内科 〒665-0852 0797-86-0730荒木　浩士 荒木　浩士 平23. 4. 1内   他   診療所
     宝塚市売布２－１４－１６－１Ｆ常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172411,0451,8 前田クリニック 〒665-0861 0797-85-3035医療法人社団　前田ク前田　修 平23. 4. 1ひ   診療所
     宝塚市中山寺１丁目１０番６号 常　勤:    1リニック　理事長　前 組織変更 現存
     (医       1)田　修 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172511,0452,6 もりのぶ小児科 〒665-0852 0797-78-8995森信　孝雄 森信　孝雄 平23. 5. 1小   アレ 診療所
     宝塚市売布２－１４－１６－３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172611,0453,4 佐藤医院 〒665-0035 0797-72-4365佐藤　憲二 佐藤　憲二 平23. 7. 1内   循   診療所
     宝塚市逆瀬川２－７－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172711,0455,9 李クリニック 〒665-0034 0797-76-2525李　潤相 李　潤相 平23.11. 1内   外   消  診療所
     宝塚市小林５丁目９番９５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172811,0456,7 澤田肝臓・消化器内科〒665-0881 0797-88-6001澤田　幸男 澤田　幸男 平24. 2. 1消   他   診療所
     クリニック 宝塚市山本東２丁目７－１２ＭＳ常　勤:    1 新規 現存
     山本東ビル２０１ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172911,0457,5 松本医院 〒665-0805 072-759-8123松本　文夫 松本　文夫 平24. 1.29内   循   小  診療所
     宝塚市雲雀丘２－１－５ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173011,0459,1 かとう眼科 〒665-0874 0797-82-0222加藤　正幸 加藤　正幸 平24. 6. 1眼   診療所
     宝塚市中筋５－１１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173111,0460,9 宝塚ヒルズクリニック〒665-0805 072-759-1632髙橋　裕二 髙橋　裕二 平24. 7. 1他   皮   消  診療所
     宝塚市雲雀丘２丁目１－３雲雀丘常　勤:    1 新規 現存
     文化会館ビル２０５ (医       1) 平24. 7. 1
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 173211,0461,7 田中クリニック 〒665-0034 0797-71-3328明渡　寛 明渡　寛 平24. 8. 1内   外   循  診療所
     宝塚市小林４丁目７番４７号 常　勤:    1 交代 消   こう 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173311,0462,5 中山寺いまいクリニッ〒665-0861 0797-86-2600 井　圓裕 井　圓裕 平24.10. 1内   他   診療所
     ク 宝塚市中山寺２丁目８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173411,0464,1 さくら眼科クリニック〒665-0845 0797-86-8639関山　英一 関山　英一 平25. 5. 1眼   診療所
     宝塚市栄町１丁目６－２花のみち常　勤:    1 新規 現存
     ２番館３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173511,0466,6 整形外科よしはらクリ〒665-0823 0797-86-8555医療法人社団整形外科良原　久浩 平25. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 宝塚市安倉南一丁目１７番１２号常　勤:    1よしはらクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　良原　久浩 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173611,0467,4 双愛整形外科 〒665-0031 0797-77-5551医療法人社団双愛整形中村　博行 平25. 5. 1一般        19診療所
     宝塚市末広町２番８号 常　勤:    1外科　理事長　中村　 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)博行 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173711,0468,2 大門医院 〒665-0842 0797-86-0881医療法人社団大門医院大門　勝史 平25. 5. 1産婦 小   内  診療所
     宝塚市川面３丁目２３番１２号 常　勤:    2　理事長　大門　勝史 移動 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173811,0469,0 かとう内科眼科クリニ〒665-0877 0797-69-6456加藤　玲明 加藤　玲明 平25. 7. 1内   消   眼  診療所
     ック 宝塚市中山桜台２－２－１中山台常　勤:    2 新規 現存
     ファミリーセンター２階 (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173911,0470,8 あまのペインクリニッ〒665-0861 0797-85-5656天野　一暁 天野　一暁 平25. 9. 1麻   リハ 診療所
     ク 宝塚市中山寺１丁目１４－１６　常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     キシダビル２階 (医       1) 平25. 9. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174011,0471,6 きむらクリニック 〒665-0874 0797-88-3303木村　賢太郎 木村　賢太郎 平25. 9. 1呼内 診療所
     宝塚市中筋４丁目８－２７　中山常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     寺駅前ビル２Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174111,0472,4 すみれ眼科クリニック〒665-0871 0797-88-6060笠松　久人 笠松　久人 平25.10. 1眼   診療所
     宝塚市中山五月台２－１１－８中常　勤:    1 新規 現存
     山五月台医療ビル　２０２ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174211,0473,2 仁川眼科医院 〒665-0061 0798-52-0071池田　麻子 池田　麻子 平25. 9.13眼   診療所
     宝塚市仁川北２丁目７－１－２０常　勤:    1 交代 現存
     ２ (医       1) 平25. 9.13
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174311,0475,7 森外科 〒665-0816 0797-82-2121医療法人社団森外科　森　匤 平25.11. 6外   内   整外診療所
     宝塚市平井五丁目１番４０号 常　勤:    1理事長　森　匡 移動 リハ 麻   現存
     (医       1) 平25.11. 6胃腸内科　肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174411,0476,5 医療法人桂誠会東野ク〒665-0881 0797-80-1234医療法人桂誠会東野ク東野　誠 平26. 3. 1ひ   内   外  診療所
     リニック 宝塚市山本東３丁目１１番２５号常　勤:    1リニック　理事長　東 組織変更 現存
     (医       1)野　誠 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174511,0477,3 医療法人社団晃成会　〒665-0045 0797-73-7591医療法人社団晃成会　佐竹　真 平26. 3. 1外   内   リハ診療所
     晃成会クリニック 宝塚市光明町１番９号 常　勤:    1理事長　佐竹　晃 その他 放   ひ   皮  現存
     (医       1) 平26. 3. 1整外 精   
     非常勤:    4 消化器外科　胃
     (医       4) 腸外科　肛門外
     科　循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174611,0478,1 おのクリニック 〒665-0847 0797-81-7315小野　雅也 小野　雅也 平26. 3.24内   小   診療所
     宝塚市すみれガ丘１丁目９－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174711,0480,7 ほり心療内科クリニッ〒665-0011 0797-73-8850医療法人社団　ほり心堀　賢二 平26. 5. 1精   心内 神内診療所
     ク 宝塚市南口２丁目５番３０号宝塚常　勤:    1療内科クリニック　理 組織変更 現存
     第３バイオレットビル１階 (医       1)事長　堀　賢二 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174811,0481,5 たけなか呼吸器クリニ〒665-0845 0797-86-5220竹中　雅彦 竹中　雅彦 平26. 6. 1呼内 内   診療所
     ック 宝塚市栄町３丁目３番３８号宝塚常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174911,0484,9 やなかクリニック 〒665-0842 0797-83-6888医療法人社団やなかク谷仲　陽二 平27. 1. 1内   診療所
     宝塚市川面４丁目９番５号 常　勤:    1リニック　理事長　谷 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)仲　陽二 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175011,0485,6 宝塚市立休日応急診療〒665-0827 0797-81-0003宝塚市長　中川　智子末岡　悟 平27. 4. 5内   診療所
     所 宝塚市小浜４丁目４番１号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4. 5
     非常勤:   54
     (医      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175111,0486,4 頭司耳鼻咽喉科 〒665-0034 0797-71-8508頭司　隆史 頭司　隆史 平27. 5. 1耳い 診療所
     宝塚市小林２丁目１０－１７ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175211,0487,2 はらの内科クリニック〒665-0061 0798-52-8811原野　雄一 原野　雄一 平27.11. 1内   診療所
     宝塚市仁川北３丁目７番１７号 常　勤:    1 新規 ②消化器内科 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175311,0489,8 ありしま内科 〒665-0845 0797-80-8731医療法人宝有会ありし有島　武志 平28. 2. 1内   診療所
     宝塚市栄町一丁目６－１－１０６常　勤:    1ま内科　理事長　有島 組織変更 ②内分泌内科　現存
     (医       1)　武志 平28. 2. 1糖尿病内科　漢
     非常勤:    4 方内科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175411,0491,4 けいしん内科クリニッ〒665-0874 0797-82-0506前田　憲男 前田　憲男 平28. 3. 1内   診療所
     ク 宝塚市中筋７－９５－４ 常　勤:    1 新規 ②消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175511,0492,2 医療法人社団　中村産〒665-0874 0797-88-1103医療法人社団　中村産中村　三和 平28. 4. 1一般        19診療所
     婦人科 宝塚市中筋６丁目１５番７号 常　勤:    3婦人科　理事長　中村 移動 産婦 現存
     (医       3)　三和 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175611,0493,0 小山内科循環器クリニ〒665-0881 0797-82-3055医療法人社団　小山内小山　雄士 平28. 4. 1内   診療所
     ック 宝塚市山本東３丁目１１番２５号常　勤:    1科循環器クリニック　 組織変更 ②循環器内科 現存
     (医       1)理事長　小山　雄士 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 175711,0494,8 なみき内科 〒665-0865 0797-87-8739医療法人社団　緑樹会並木　充夫 平28. 4. 1内   リウ 診療所
     宝塚市寿町８番２４号 常　勤:    1　理事長　並木　充夫 組織変更 糖尿病内科　漢現存
     (医       1) 平28. 4. 1方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175811,0495,5 ひろせ整形外科クリニ〒665-0061 0798-51-1111医療法人社団　ひろせ 瀬　哲司 平28. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 宝塚市仁川北２丁目５番１号 常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　 瀬　哲司 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175911,0496,3 平野マタニティクリニ〒665-0881 0797-80-4103医療法人社団　平野マ平野　剛 平28. 5. 1一般 診療所
     ック 宝塚市山本東３丁目１４番５号 常　勤:    1タニティクリニック　 組織変更     一般    13現存
     (医       1)理事長　平野　剛 平28. 5. 1産   婦   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176011,0497,1 医療法人愛心会　東宝〒665-0873 0797-88-2200医療法人愛心会　理事佐藤　尚司 平28. 6. 1一般       121病院
     塚さとう病院 宝塚市長尾町２番１号 常　勤:   31長　佐藤　尚司 組織変更 療養        40現存
     (医      31) 平28. 6. 1内   外   形外
     非常勤:   14 麻   心外 リハ
     (医      14) 放   
     ②循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176111,0498,9 柳沢形成外科 〒665-0011 0797-72-2202柳沢　曜 柳沢　曜 平28. 9. 1外   形外 診療所
     宝塚市南口１丁目８－２６宝塚メ常　勤:    1 新規 小児形成外科 現存
     ディカルスクウェア２階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176211,0499,7 宝塚医療生活協同組合〒665-0043 0797-72-2585宝塚医療生活協同組合韓　在哲 平28.11. 1内   小   診療所
     　高松診療所 宝塚市高松町５－１０ 常　勤:    2　理事長　脇野　耕一 移動 ③循環器内④消現存
     (医       2) 平28.11. 1化器内
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176311,0501,0 宝塚　こうだ整形外科〒665-0845 0797-86-1515神田　秀之 神田　秀之 平29. 4. 1整外 リハ 診療所
     　スポーツ・関節クリ宝塚市栄町１－１－９アールグラ常　勤:    1 新規 現存
     ニック ン宝塚 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176411,0502,8 きじま皮フ科クリニッ〒665-0035 0797-71-1177木嶋　晶子 木嶋　晶子 平29. 6. 1皮   アレ 診療所
     ク 宝塚市逆瀬川１－２－１アピア１常　勤:    1 新規 現存
     　４階 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 176511,0503,6 やすもと内科クリニッ〒665-0835 0797-86-1230安本　秀男 安本　秀男 平29. 6. 1内   診療所
     ク 宝塚市旭町１丁目１８－２３－２常　勤:    1 新規 ②糖尿病内科③現存
     (医       1) 平29. 6. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176611,0504,4 かわとう整形外科 〒665-0881 0797-61-6600河東　さやか 河東　さやか 平29. 6. 1整外 診療所
     宝塚市山本東２－７－１２ＭＳ山常　勤:    1 新規 現存
     本東ビル３階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176711,0505,1 金川耳鼻科皮膚科 〒665-0881 0797-89-7035医療法人社団　天命堂金川　清人 平29. 5. 1耳い 皮   診療所
     宝塚市山本東三丁目１４番７号 常　勤:    2　理事長　金川　清人 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176811,0506,9 宝塚磯病院 〒665-0033 0797-62-6638医療法人社団　栄徳会大柳　治正 平29. 6. 1療養       160病院
     宝塚市伊孑志４丁目３番１号 常　勤:    4　理事長　磯　篤典 組織変更 内   外   呼内現存
     (医       4) 平29. 6. 1リハ 
     非常勤:   25 ③消化器内科　
     (医      25) ④消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176911,0507,7 東医院 〒665-0021 0797-72-6035渡邉　晶子 渡邉　晶子 平29. 6. 1眼   診療所
     宝塚市中州１丁目２－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177011,0508,5 くさなみ内科クリニッ〒665-0003 0797-86-1135草壁　由香 草壁　由香 平29.10. 1内   放   診療所
     ク 宝塚市湯本町９－５ 常　勤:    2 新規 ②消化器内科 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177111,0509,3 しばたに整形外科クリ〒665-0861 0797-85-3525柴谷　匡彦 柴谷　匡彦 平29.11. 1整外 リハ 診療所
     ニック 宝塚市中山寺１丁目１１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     中山観音メディカルビル二階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177211,0510,1 宝塚こころのクリニッ〒665-0842 0797-86-1556医療法人社団優和会　水井　康太 平29.11. 1心内 精   診療所
     ク 宝塚市川面５丁目１０番２５号 常　勤:    1理事長　志村　陽子 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177311,0511,9 やぶき内科クリニック〒665-0812 0797-82-1001矢吹　正典 矢吹　正典 平29.12. 1内   診療所
     宝塚市口谷東１丁目２０番２２号常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177411,0512,7 よしおかクリニック 〒665-0013 0797-61-5811吉岡　良晃 吉岡　良晃 平30. 1. 1内   外   診療所
     宝塚市宝梅２丁目６番２６号 常　勤:    1 その他 循環内 現存
     (医       1) 平30. 1. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   190 頁

 177511,0513,5 木本整形外科クリニッ〒665-0871 0797-82-0700木本　光俊 木本　光俊 平30. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 宝塚市中山五月台２丁目３番７号常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177611,0514,3 逆瀬川かとう整形外科〒665-0035 0797-76-5600加藤　勘明 加藤　勘明 平30. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     宝塚市逆瀬川１－２－１アピア１常　勤:    2 新規 現存
     　４階 (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177711,0515,0 むらせ乳腺外科クリニ〒665-0011 0797-72-1755村瀬　慶子 村瀬　慶子 平30. 5. 7外   診療所
     ック 宝塚市南口１－８－２６宝塚メデ常　勤:    1 新規 ①乳腺外科 現存
     ィカルスクウェア４Ｆ (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177811,0516,8 あんずこどもクリニッ〒665-0011 0797-77-8080近藤　杏子 近藤　杏子 平30. 5. 1小   アレ 診療所
     ク 宝塚市南口１丁目８－２６宝塚メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルスクウェア３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177911,0517,6 山﨑医院 〒665-0836 0797-86-2530山﨑　之良 山﨑　之良 平30. 4. 1内   診療所
     宝塚市清荒神２－２０－２７ 常　勤:    2 交代 消化器内科、循現存
     (医       2) 平30. 4. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178012,0038,1 あいの病院 〒669-1357 0795-68-1351医療法人財団　愛野会岡村　健二 昭43. 5. 1精神        29病院
     三田市東本庄２４９３ 常　勤:    4　理事長　大城　明寛 その他     116現存
     (医       4) 平28. 5. 1内   精   神  
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178112,0040,7 若森産婦人科医院 〒669-1535 若森　一雄 若森　一雄 昭47. 4. 1小   産婦 診療所
     三田市南が丘１－５４－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178212,0041,5 澤外科 〒669-1532 澤　徳一 澤　徳一 昭47. 9. 1外   内   胃  診療所
     三田市屋敷町１７ー４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178312,0049,8 若林整形外科 〒669-1537 3-0303 若林　亘 若林　亘 昭54. 4. 1整外 リハ 放  診療所
     三田市字西山１丁目２ー９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178412,0050,6 坂井産婦人科 〒669-1531 坂井　孝至 坂井　孝至 昭54. 9. 1一般         3診療所
     三田市天神１－１－１２ 常　勤:    1 小   産   婦  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 178512,0051,4 医療法人山西会　宝塚〒669-1537 0795-63-4871医療法人　山西会　理山西　行徳 昭55. 5. 1精神       681病院
     (12,0036,1) 三田病院 三田市西山２丁目２２－１０ 常　勤:   25事長　山西　行徳 精   神   歯  現存
     (医      25) 平28. 5. 1
     非常勤:   29
     (医      25)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178612,0053,0 医療法人山西会　三田〒669-1357 0795-68-0025医療法人山西会　理事藤田　宏史 昭58. 4. 1精神       200病院
     西病院 三田市東本庄２０１７ 常　勤:    5長　山西　行徳 精   神   現存
     (医       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178712,0058,9 森本耳鼻咽喉科医院 〒669-1529 森本　正紀 森本　正紀 昭59. 5. 1耳い 診療所
     三田市中央町３－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178812,0064,7 医療法人社団尚仁会　〒669-1531 079-564-5381医療法人社団　尚仁会藤本　篤 昭63. 1. 1一般        97病院
     平島病院 三田市天神１丁目２－１５ 常　勤:    9　平島病院　理事長　 療養       102現存
     (医       9)山岡　麻由 平30. 1. 1内   呼内 皮  
     非常勤:   77 外   整外 眼  
     (医      77) 麻   リハ 放  
     臨床 
     循内　消内　腎
     内　消外　肛外
     　ペイン内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178912,0068,8 木村クリニック 〒669-1528 06-384-2374 木村　忠史 木村　忠史 平元.11. 1内   リハ 放  診療所
     三田市駅前町９－３三田ハウスＩ常　勤:    1 現存
     ２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179012,0071,2 阿部内科 〒669-1546 0795-62-8478阿部　和夫 阿部　和夫 平 2. 6. 1内   消   診療所
     三田市弥生が丘１－１１フラワー常　勤:    1 現存
     タウン駅ビル７０１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179112,0081,1 武中内科クリニック 〒669-1357 0795-68-4567武中　睦美 武中　睦美 平 4. 4. 1内   呼   胃  診療所
     三田市東本庄１０８６－１ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 179212,0083,7 社会福祉法人枚方療育〒669-1357 079-568-4103社会福祉法人　枚方療服部　益治 平 4. 8. 1精神       300病院
     (12,0096,5) 園　医療福祉センター三田市東本庄１１８８ 常　勤:    6育園　理事長　山西　 精   小   内  現存
     さくら (医       5)博道 平28. 8. 1リハ 歯   
     (歯       1)
     非常勤:   50
     (医      47)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179312,0084,5 エバラこどもクリニッ〒669-1546 079-562-8580医療法人社団　エバラ江原　伯陽 平 5. 6. 1小   診療所
     ク 三田市弥生が丘１－１１フラワー常　勤:    1こどもクリニック　理 現存
     タウン駅ビル７階 (医       1)事長　江原　伯陽 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179412,0088,6 谷耳鼻咽喉科医院 〒669-1546 079-562-8487医療法人社団谷耳鼻咽谷　光毅 平 6. 5. 1耳い 診療所
     三田市弥生が丘１丁目１１番７０常　勤:    1喉科医院　理事長　谷 現存
     ３号 (医       1)　光毅 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179512,0092,8 浅井眼科医院 〒669-1322 0795-65-3377浅井　利通 浅井　利通 平 6. 6. 1眼   診療所
     三田市すずかけ台２－３－１える常　勤:    1 現存
     むプラザ３階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179612,0095,1 長宗内科医院 〒669-1546 0795-64-0886長宗　輝彦 長宗　輝彦 平 7. 4. 1内   リハ 診療所
     三田市弥生が丘２－１３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179712,0097,7 三田市民病院 〒669-1321 0795-65-8000三田市　三田市長　森荒川　創一 平 7. 5.19一般       300病院
     三田市けやき台３丁目１番地１ 常　勤:   70　哲男 内   小   外  現存
     (医      70) 平28. 5.19整外 眼   脳外
     非常勤:   31 皮   ひ   形外
     (医      31) 産婦 耳い 放  
     麻   リハ 病理
     腎臓内科　消化
     器内科　循環器
     内科　消化器外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179812,0098,5 きしもと泌尿器科クリ〒669-1528 079-564-2002医療法人社団　紀清会岸本　涼 平 7. 9. 1内   皮   ひ  診療所
     ニック 三田市駅前町８－４ 常　勤:    1　理事長　岸本　涼 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179912,0099,3 さつきクリニック 〒669-1534 079-563-3533医療法人　平明会　理井原　元 平 7.12. 1内   診療所
     三田市横山町７－７ 常　勤:    2事長　平林　俊明 ②人工透析内科現存
     (医       2) 平28.12. 1
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 180012,0101,7 大坪胃腸科外科 〒669-1535 079-563-3511医療法人社団　大坪胃大坪　泰彦 平 7.12. 1一般        18診療所
     三田市南が丘１－３９－２３ 常　勤:    1腸科外科　理事長　大 胃   外   こう現存
     (医       1)坪　泰彦 平28.12. 1他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180112,0102,5 仲里整形外科 〒669-1512 0795-62-5169医療法人社団　仲里整仲里　泰成 平 7.12. 1外   整外 リハ診療所
     三田市高次１－１０－１０ 常　勤:    1形外科　理事長　仲里 リウ 現存
     (医       1)　泰成 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180212,0103,3 おかもと小児科 〒669-1321 079-565-1699医療法人社団　おかも岡本　光治 平 7.12. 1内   小   診療所
     三田市けやき台３－７６－５ 常　勤:    1と小児科　理事長　岡 現存
     (医       1)本　光治 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180312,0105,8 坂東医院 〒669-1547 079-562-0018医療法人社団　坂東医坂東　義清 平 8. 3. 1呼   胃   循  診療所
     三田市富士が丘６－１－２ 常　勤:    2院　理事長　坂東　義 外   リハ 放  現存
     (医       2)清 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180412,0106,6 もりした小児科 〒669-1313 0795-67-4188森下　順彦 森下　順彦 平 8. 6. 1小   診療所
     三田市福島１４８－１新三田ＭＣ常　勤:    1 現存
     ビル３階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180512,0107,4 ひろせクリニック 〒669-1337 0795-65-9000 瀬　智 瀬　智 平 8. 8. 1内   小   診療所
     三田市学園７－１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180612,0111,6 安部整形外科クリニッ〒669-1513 0795-60-2311安部　治郎 安部　治郎 平 8.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 三田市三輪４－８－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180712,0113,2 高平診療所 〒669-1412 0795-60-8030中井　義裕 中井　義裕 平 9. 5. 1内   診療所
     三田市木器２２２７－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180812,0115,7 ごとう内科 〒669-1313 079-567-3155医療法人社団藤美会ご後藤　文禮 平 9. 9. 1内   診療所
     三田市福島１４８－１ 常　勤:    1とう内科　理事長　後 組織変更 現存
     (医       1)藤　文禮 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180912,0116,5 とくやまクリニック 〒669-1546 0795-62-0002医療法人社団とくやま徳山　彰俊 平10. 4. 2小   外   診療所
     三田市弥生が丘２丁目１３－４ 常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       3)徳山　彰俊 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 181012,0117,3 殿勝胃腸科クリニック〒669-1323 0795-60-2760殿勝　康司 殿勝　康司 平10. 5. 1内   消   診療所
     三田市あかしあ台５丁目３２－１常　勤:    1 新規 現存
     ウッディ殿ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181112,0118,1 山本医院 〒669-1323 0795-60-2800山本　元 山本　元 平10. 5. 1外   リハ 呼  診療所
     三田市あかしあ台５丁目３２－１常　勤:    1 新規 現存
     ウッディ殿ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181212,0120,7 はやしべ皮フ科 〒669-1322 0795-65-8808医療法人社団　一恵会林部　一人 平10. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     三田市すずかけ台２丁目３－１え常　勤:    1　理事長　林部　一人 組織変更 現存
     るむプラザ３０５号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181312,0121,5 別所眼科 〒669-1546 079-562-1717医療法人社団　別所眼別所　宣洋 平10. 6. 1眼   診療所
     三田市弥生が丘１丁目１１ 常　勤:    1科　理事長　別所　宣 組織変更 現存
     (医       1)洋 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181412,0123,1 長谷川内科医院 〒669-1323 0795-65-1465長谷川　正樹 長谷川　正樹 平10. 8. 1内   消   リハ診療所
     三田市あかしあ台１丁目５２－１常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181512,0124,9 武本内科診療所 〒669-1529 079-562-9530医療法人社団　武本内武本　淑子 平10.12. 1内   消   放  診療所
     三田市中央町１０－１０ 常　勤:    1科診療所　理事長　武 移動 現存
     (医       1)本　淑子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181612,0125,6 竹本整形外科 〒669-1321 079-565-6030医療法人社団　竹本整竹本　勝一 平10.12. 1整外 リウ 外  診療所
     三田市けやき台３丁目７６－４ 常　勤:    1形外科　理事長　竹本 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　勝一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181712,0126,4 中津クリニック 〒669-1535 中津　彩子 中津　彩子 平11. 4. 1眼   脳外 診療所
     三田市南が丘１丁目５２－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181812,0128,0 藤村耳鼻咽喉科医院 〒669-1322 0795-65-5977医療法人社団　藤村耳藤村　 一 平11. 5. 1耳い 気食 診療所
     三田市すずかけ台２丁目３－１え常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     るむプラザ３０２ (医       1)　藤村　 一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181912,0129,8 門中医院 〒669-1331 0795-67-0010門中　博義 門中　博義 平11. 8.19内   循   小  診療所
     三田市広野３２－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 8.19
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 182012,0131,4 松浦内科循環器科医院〒669-1322 0795-65-3322医療法人社団弘仁会松松浦　弘之 平11.12. 1内   循   呼  診療所
     三田市すずかけ台２丁目３－１え常　勤:    2浦内科循環器科医院　 組織変更 現存
     るむプラザ３階 (医       2)理事長　松浦　弘之 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182112,0134,8 秋久医院 〒669-1311 0795-67-0020秋久　理眞 秋久　理眞 平12. 7. 1内   小   診療所
     三田市加茂１０８６－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182212,0135,5 医療法人敬愛会三田高〒669-1333 0795-67-5555医療法人敬愛会　理事横山　和正 平13. 4. 1療養       360病院
     原病院 三田市下内神５２５－１ 常　勤:    5長　大塚　久喜 移動 内   リハ 現存
     (医       5) 平25. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182312,0140,5 関西学院保健館分室 〒669-1337 079-565-9045学校法人関西学院　理上田　裕紀 平14. 5. 1内   精   心内診療所
     三田市学園２－１ 常　勤:    1事長　宮原　明 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182412,0141,3 平明会クリニック 〒669-1313 079-567-7711医療法人　平明会　理平林　俊明 平14. 5. 1内   診療所
     三田市福島６６－４ 常　勤:    1事長　平林　俊明 新規 ②人工透析内科現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182512,0142,1 冨田クリニック 〒669-1345 079-560-7700医療法人社団　いちょ冨田　政雄 平14. 6. 1外   胃   リハ診療所
     三田市下相野３１９－１ 常　勤:    1う会　冨田クリニック 組織変更 こう 現存
     (医       1)　理事長　冨田　政雄 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182612,0145,4 中井医院 〒669-1341 079-568-6762中井　真通 中井　真通 平15. 1. 1内   診療所
     三田市西相野１０１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182712,0146,2 医療法人敬愛会三田温〒669-1353 079-568-5555医療法人　敬愛会　理伊藤　芳久 平15. 3. 1療養 病院
     泉病院 三田市東山８９７番地の２ 常　勤:    4事長　大塚　久喜 新規     療養   180現存
     (医       4) 平27. 3. 1内   リハ 
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182812,0147,0 高橋神経内科・内科ク〒669-1528 079-564-8282高橋　桂一 高橋　桂一 平15. 5. 1神内 内   診療所
     リニック 三田市駅前町７－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
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 182912,0148,8 あおぞらクリニック 〒669-1354 079-560-0325理事長　佐埜　勇 佐埜　勇 平15. 5. 1一般 診療所
     三田市大畑字清水３５７番地１ 常　勤:    1 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平27. 5. 1外   整外 
     非常勤:    2 ②消外　肛外
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183012,0150,4 ひがしうら心療内科 〒669-1529 079-553-8851東浦　直人 東浦　直人 平16. 4. 1精   心内 診療所
     三田市中央町１０番１０号５０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183112,0151,2 上田医院 〒669-1528 079-563-2213上田　佳昭 上田　佳昭 平16. 4. 1内   循   診療所
     三田市駅前町４番３１号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183212,0152,0 いわもと泌尿器科 〒669-1323 079-553-8886岩本　孝弘 岩本　孝弘 平16. 9. 1ひ   診療所
     三田市あかしあ台１丁目４９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183312,0154,6 すぎたファミリークリ〒669-1324 079-562-2700医療法人社団すぎたフ杉田　亮 平17. 7. 1小   内   診療所
     ニック 三田市ゆりのき台２丁目２５番地常　勤:    1ァミリークリニック　 組織変更 ③小精神 現存
     １ (医       1)理事長　杉田　亮 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183412,0155,3 近藤眼科 〒669-1529 079-563-1510医療法人社団近藤眼科近藤　陽子 平17. 6. 1眼   診療所
     三田市中央町４番５号 常　勤:    2　理事長　近藤　陽子 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183512,0156,1 やすおか心療内科 〒669-1323 079-562-2762安陵　康浩 安陵　康浩 平18. 2. 1心内 神内 精  診療所
     三田市あかしあ台５－３２－１－常　勤:    1 移動 神   現存
     ４Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183612,0158,7 カシオクリニック 〒669-1545 079-564-5014医療法人社団カシオク樫尾　洋一 平18. 4. 1小   内   診療所
     三田市狭間が丘２丁目１番地７ 常　勤:    1リニック　理事長　樫 移動 現存
     (医       1)尾　洋一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 183712,0161,1 前橋内科循環器科医院〒669-1541 079-553-8088医療法人社団前橋内科前橋　延光 平18. 6. 1内   循   呼  診療所
     三田市貴志字丁田７９番地１ 常　勤:    1循環器科医院　理事長 組織変更 小   現存
     (医       1)　前橋　延光 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183812,0163,7 いなずみ内科・循環器〒669-1529 0795-59-2990医療法人社団　いなず稲角　貴則 平18. 6.12内   循   小  診療所
     科 三田市中央町１４番３５号 常　勤:    1み内科・循環器科　理 移動 現存
     (医       1)事長　稲角　貴則 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183912,0166,0 シオタニレディースク〒669-1529 079-561-3500医療法人社団シオタニ塩谷　朋弘 平19. 1. 1婦   産   診療所
     リニック 三田市中央町１０番１０号中央第常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 現存
     一ビル３階 (医       1)　理事長　塩谷　朋弘 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184012,0167,8 中田内科クリニック 〒669-1528 079-563-5700中田　淳 中田　淳 平19.10. 1内   消   リハ診療所
     三田市駅前町１番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184112,0168,6 医療法人社団みどり会〒669-1529 079-569-7103医療法人社団みどり会黒須　功 平19.10. 1呼   内   診療所
     黒須内科クリニック 三田市中央町９－３８ユマニティ常　勤:    1　理事長　井手　通雄 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184212,0170,2 槻の木心療内科 〒669-1546 079-553-5687大槻　不二比古 大槻　不二比古 平19.11. 1心内 神   精  診療所
     三田市弥生が丘１丁目１１番フラ常　勤:    1 新規 現存
     ワータウン駅ビル５０３号 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184312,0171,0 つじい医院 〒669-1527 079-563-2174辻井　陽子 辻井　陽子 平19.12. 8皮   診療所
     三田市中町１１－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184412,0173,6 ねごろクリニック 〒669-1535 079-559-0537医療法人社団　緑樹会根来　秀明 平20. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     三田市南が丘２丁目６番３号 常　勤:    1　理事長　根来　秀明 組織変更 放   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184512,0174,4 ながやす皮フ科クリニ〒669-1528 079-559-8883長安　愼二 長安　愼二 平20. 5. 1皮   アレ 診療所
     ック 三田市駅前町１番３８号ＪＲ三田常　勤:    1 新規 現存
     駅ＮＫビル　３Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184612,0175,1 なんりクリニック 〒669-1512 079-553-6161南里　昌史 南里　昌史 平20.11. 1内   消   診療所
     三田市高次２丁目１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
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 184712,0177,7 伊田眼科クリニック 〒669-1544 079-556-8600伊田　宜史 伊田　宜史 平21. 2. 1眼   診療所
     三田市武庫が丘７丁目７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184812,0179,3 山口内科医院 〒669-1321 079-559-2628山口　浩三 山口　浩三 平21. 5. 1内   呼内 診療所
     三田市けやき台１丁目１０番１ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184912,0180,1 中内整形外科 〒669-1544 079-563-0500医療法人社団　中内整中内　健司 平21. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     三田市武庫が丘７丁目７番地５ 常　勤:    1形外科　理事長　中内 組織変更 現存
     (医       1)　健司 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185012,0181,9 せや眼科 〒669-1528 0795-59-8887医療法人社団せや眼科瀬谷　隆 平22. 1. 1眼   診療所
     三田市駅前町８番４号 常　勤:    1　理事長　瀬谷　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185112,0182,7 三田市休日応急診療セ〒669-1531 079-556-5005三田市役所　三田市長木村　忠史 平22. 3. 1内   小   診療所
     ンター 三田市天神１丁目１０番１４号 常　勤:    1　森　哲男 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   47
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185212,0185,0 医療法人社団円山医院〒669-1544 079-563-8641医療法人社団円山医院円山　アンナ 平23. 2. 1内   精   心内診療所
     三田市武庫が丘４丁目１番地１ 常　勤:    1　理事長　円山　アン 組織変更 現存
     (医       1)ナ 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185312,0187,6 たなかホームケアクリ〒669-1321 079-565-9911田中　章太郎 田中　章太郎 平24. 7. 1リハ 他   脳外診療所
     ニック 三田市けやき台１丁目１０番１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185412,0188,4 たていし小児科 〒669-1528 079-558-7871立石　径 立石　径 平24.10. 1小   アレ 診療所
     三田市駅前町１３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185512,0189,2 整形外科ふくしまクリ〒669-1529 079-564-0300医療法人社団　整形外福島　久德 平25. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 三田市中央町９番３６号 常　勤:    1科ふくしまクリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　福島　久德 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 185612,0191,8 いとうメンタルクリニ〒669-1528 079-564-9600伊藤　毅 伊藤　毅 平25.11. 1精   心内 診療所
     ック 三田市駅前町１－３８ＪＲ三田駅常　勤:    1 新規 老年精神科 現存
     ＮＫビル４階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185712,0192,6 佐藤皮膚科 〒669-1321 079-559-7333佐藤　直樹 佐藤　直樹 平26. 5. 1皮   診療所
     三田市けやき台１－１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185812,0194,2 医療法人社団　諒和会〒669-1534 079-563-8300医療法人社団　諒和会小林　昇 平27. 2. 1内   外   診療所
     　サンヒルズクリニッ三田市横山町１７番１３号 常　勤:    1　理事長　小林　昇 新規 現存
     ク (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185912,0195,9 さんだリハビリテーシ〒669-1547 079-564-7063医療法人社団　和敬会上月　寛章 平28. 4. 1一般 病院
     ョン病院 三田市富士が丘５丁目１６番１ 常　勤:    3　理事長　足立　憲昭 新規     一般    69現存
     (医       3) 平28. 4. 1リハ 神内 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186012,0196,7 かみはらペインクリニ〒669-1541 079-564-1715神原　政仁 神原　政仁 平28. 9. 1麻   リハ 診療所
     ック 三田市貴志１４１－１ 常　勤:    1 新規 ①ペインクリニ現存
     (医       1) 平28. 9. 1ック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186112,0198,3 いまだ内科クリニック〒669-1544 079-553-6500医療法人社団いまだ内今田　世紀 平29. 5. 1内   ひ   外  診療所
     三田市武庫が丘７丁目７番地４ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 ②消化器内科⑤現存
     (医       1)　今田　世紀 平29. 5. 1乳腺外科⑥肛門
     外科⑦腫瘍内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186212,0199,1 南地内科 〒669-1348 079-568-7776南地　克洋 南地　克洋 平29. 7. 1内   診療所
     三田市つつじが丘北２丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186312,0201,5 田場医院 〒669-1322 079-565-2525医療法人社団青山会　田場　隆介 平30. 4. 1小   内   形外診療所
     三田市すずかけ台１丁目１２番地常　勤:    2理事長　田場　隆介 移動 皮   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186412,0202,3 高雄耳鼻咽喉科クリニ〒669-1321 079-563-8741医療法人社団櫻優会　髙雄　真人 平30. 5. 1耳い アレ 診療所
     ック 三田市けやき台１丁目１０番地１常　勤:    1理事長　髙雄　真人 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 186513,0001,7 兵庫県立　柏原病院 〒669-3309 0795-72-0524兵庫県知事　井戸　敏秋田　穂束 昭35. 7. 1一般       303病院
     (13,0025,2) 丹波市柏原町柏原５２０８－１ 常　勤:   37三 内   呼内 外  現存
     (医      37) 平29. 7. 1脳外 整外 小  
     非常勤:   70 皮   ひ   産婦
     (医      63) 眼   耳い リハ
     (歯       7) 放   麻   歯  
     消化器内科　循
     環器内科　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186613,0046,2 柏原赤十字病院 〒669-3309 0795-72-0555日本赤十字社　社長　足立　和秀 昭35.11. 1一般        95病院
     (13,0023,7) 丹波市柏原町柏原２５９－１ 常　勤:    8近衞　忠煇 一般（感染） 現存
     (医       7) 平29.11. 1             4
     (歯       1) 内   小   外  
     非常勤:   51 整外 呼   眼  
     (医      48) リハ 放   歯外
     (歯       3) 消   婦   脳外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186713,0080,1 鴨庄診療所 〒669-4317 上田　明徳 上田　明徳 昭48. 4. 1内   外   診療所
     丹波市市島町上牧７０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186813,0089,2 三浦医院 〒669-3464 07958-2-0438三浦　博幸 三浦　博幸 昭54. 7. 1内   胃   診療所
     丹波市氷上町石生６１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186913,0091,8 酒井医院 〒669-4273 酒井　良明 酒井　良明 昭54. 9. 1内   外   リハ診療所
     丹波市春日町国領９３９ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187013,0098,3 医療法人敬愛会　大塚〒669-3641 0795-82-7534医療法人　敬愛会　理大塚　浩之 昭58.12. 1一般        60病院
     病院 丹波市氷上町絹山５１３ 常　勤:   11事長　大塚　久喜 療養       325現存
     (医      11) 平28.12. 1内   精   神内
     非常勤:   51 胃   循   外  
     (医      51) 整外 こう リハ
     放   耳い 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187113,0108,0 塩見医院 〒669-4322 0795-85-2411医療法人社団　塩見医塩見　亮司 平元.11. 1内   外   脳外診療所
     丹波市市島町上田５０５－１ 常　勤:    1院　理事長　塩見　亮 放   リハ 休止
     (医       1)司 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 187213,0116,3 回春堂中澤医院 〒669-4302 0795-86-0014医療法人社団回春堂中中澤　直三 平 3. 5. 1内   小   診療所
     丹波市市島町中竹田１１６２ 常　勤:    1澤医院　理事長　中澤 現存
     (医       1)　敏 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187313,0117,1 中川内科医院 〒669-3131 0795-77-0007医療法人社団中川内科中川　泰洋 平 3. 5. 1内   循   小  診療所
     丹波市山南町谷川２１９８ 常　勤:    2医院　理事長　中川　 現存
     (医       2)卯衣 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187413,0118,9 吉見診療所 〒669-4324 0795-85-0065医療法人社団吉見診療野上　千壽 平 3. 8.20内   呼   皮  診療所
     丹波市市島町市島３５８－８ 常　勤:    2所　理事長　野上　壽 小   現存
     (医       2)二 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187513,0119,7 竹田医院 〒669-4301 0795-86-0732竹田　淑恵 竹田　淑恵 平 3.11. 1内   小   皮ひ診療所
     丹波市市島町下竹田１５－１ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187613,0123,9 赤松医院 〒669-4141 0795-74-0080医療法人社団赤松医院赤松　暉久 平 5.12. 1内   小   胃  診療所
     丹波市春日町黒井４７８－４ 常　勤:    2　理事長　赤松　暉久 放   循   リハ現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187713,0125,4 まつもと医院 〒669-3572 0795-82-5153医療法人社団まつもと松本　好弘 平 6. 5. 1内   小   診療所
     丹波市氷上町谷村１５１５－１ 常　勤:    1医院　理事長　松本　 現存
     (医       1)好弘 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187813,0128,8 岩崎医院 〒669-3157 0795-76-1195医療法人社団　岩崎医岩崎　良一 平 6.11. 1内   外   診療所
     丹波市山南町和田２６８ 常　勤:    1院　理事長　岩崎　良 現存
     (医       1)一 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187913,0131,2 平坂眼科医院 〒669-3311 0795-72-5931平坂　知彦 平坂　知彦 平 8.10. 1一般         2診療所
     丹波市柏原町母坪３８５－１－１常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188013,0136,1 山田眼科医院 〒669-3309 0795-73-0534医療法人社団喜光会　山田　耕士 平10. 3. 1眼   診療所
     丹波市柏原町柏原１３９９－１ 常　勤:    1理事長　山田　耕士 移動 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 188113,0137,9 香良病院 〒669-3642 0795-82-7121医療法人社団清風会　石井　敏樹 平10. 4. 1精神       266病院
     丹波市氷上町香良１０７ 常　勤:    5理事長　石井　敏樹 組織変更 精   心内 現存
     (医       5) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188213,0141,1 田中外科医院 〒669-3131 0795-77-0002医療法人社団田中外科田中　庸生 平11. 3. 1外   消   放  診療所
     丹波市山南町谷川５４１－１ 常　勤:    1医院　理事長　田中　 移動 リハ 現存
     (医       1)庸生 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188313,0146,0 医療法人社団記念医会〒669-3309 0795-72-3110医療法人社団　記念医芦田　兆 平11.11. 1内   消   診療所
     芦田内科 丹波市柏原町柏原３５９０ 常　勤:    2会　芦田内科　理事長 移動 人工透析内科 現存
     (医       2)　芦田　兆 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188413,0147,8 カドノ診療所 〒669-3613 0795-82-3636石井　辰二 石井　辰二 平12. 6. 1内   心内 精  診療所
     丹波市氷上町上新庄５３６ 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188513,0148,6 吉積クリニック 〒669-3601 0795-80-2233医療法人社団吉積クリ吉積　宗範 平13. 5. 1内   消   リハ診療所
     丹波市氷上町成松４９４－１ 常　勤:    1ニック　理事長　吉積 組織変更 現存
     (医       1)　宗範 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188613,0149,4 宮崎クリニック 〒669-3301 0795-73-5501宮﨑　直之 宮﨑　直之 平14. 3. 1外   胃   こう診療所
     丹波市柏原町南多田６８６－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188713,0151,0 長澤医院 〒669-3464 0795-82-6011長澤　進 長澤　進 平15. 1. 1内   循   小  診療所
     丹波市氷上町石生８３９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188813,0152,8 ふなさか医院 〒669-4141 0795-74-0085船坂　眞里 船坂　眞里 平15.10. 1外   胃   皮  診療所
     丹波市春日町黒井８９４番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188913,0155,1 松下泌尿器科医院 〒669-3301 0795-73-0266医療法人社団松下泌尿松下　全巳 平16. 6. 1一般 診療所
     丹波市柏原町南多田字ウス井ノ坪常　勤:    1器科医院　理事長　松 組織変更     一般     1現存
     ４５９番 (医       1)下　全巳 平28. 6. 1ひ   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 189013,0156,9 山縣クリニック 〒669-4341 0795-80-3675山縣　憲一 山縣　憲一 平16.10. 1胃   こう リハ診療所
     丹波市市島町上竹田１０９９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189113,0158,5 丹波市国民健康保険　〒669-3842 0795-87-1574丹波市長　谷口　進一久保田　孝則 平16.11. 1一般 診療所
     青垣診療所 丹波市青垣町沢野１１４番地 常　勤:    3 その他     一般     8現存
     (医       3) 平28.11. 1内   小   眼  
     非常勤:    2 皮   
     (医       2) ②循環器内科　
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189213,0159,3 丹波市休日応急診療所〒669-3309 0795-72-2480丹波市　丹波市長　谷野上　壽二 平16.11. 1内   外   小  診療所
     丹波市柏原町柏原４４３ 常　勤:    1口　進一 その他 耳い 皮   眼  現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189313,0160,1 和久医院 〒669-3601 0795-82-1470和久　晋三 和久　晋三 平17. 1. 1内   循   小  診療所
     丹波市氷上町成松３３０－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189413,0162,7 髙見医院 〒669-4123 0795-74-0061医療法人社団髙見医院高見　啓央 平18. 6. 1内   小   消  診療所
     丹波市春日町多利１７９５番１ 常　勤:    1　理事長　高見　啓央 移動 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189513,0163,5 足立クリニック 〒669-3461 0795-82-1191医療法人社団　足立ク足立　省三 平19. 5. 1内   循   小  診療所
     丹波市氷上町市辺５８４番地３ 常　勤:    1リニック　理事長　足 組織変更 整外 現存
     (医       1)立　省三 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189613,0165,0 整形外科けいクリニッ〒669-3309 0795-78-9009医療法人社団整形外科柳浦　敬子 平21. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 丹波市柏原町柏原３０５１番地５常　勤:    1けいクリニック　理事 移動 現存
     (医       1)長　柳浦　敬子 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189713,0168,4 さくら眼科 〒669-3467 0795-78-9128医療法人社団山翔会　太田　将文 平23.10. 1眼   診療所
     丹波市氷上町本郷字道ノ下３１８常　勤:    2理事長　山池　紀翔 新規 現存
     －１ (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189813,0169,2 上久下の森診療所 〒669-3102 0795-70-6191安井　不二男 安井　不二男 平25. 3. 1心内 内   他  診療所
     丹波市山南町下滝４６５番 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
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 189913,0170,0 前田クリニック 〒669-3311 0795-73-1181医療法人社団前田クリ前田　啓志 平25. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     丹波市柏原町母坪３５３番地１ 常　勤:    1ニック　理事長　前田 移動 現存
     (医       1)　啓志 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190013,0172,6 丹羽耳鼻咽喉科 〒669-3309 0795-73-3387医療法人社団丹羽耳鼻丹羽　正夫 平25. 5. 1耳い 診療所
     丹波市柏原町柏原３０５３番３ 常　勤:    1咽喉科　理事長　丹羽 組織変更 現存
     (医       1)　正夫 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190113,0173,4 里皮フ科クリニック 〒669-3465 0795-80-1201医療法人社団里皮フ科里　博文 平26. 1. 1皮   アレ 診療所
     丹波市氷上町横田６２７番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 ②小児皮膚科　現存
     (医       1)里　博文 平26. 1. 1老年皮膚科　美
     容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190213,0174,2 三井庄細見医院 〒669-4251 0795-75-0030医療法人社団　細見ク細見　成一 平27. 5. 1内   産婦 小  診療所
     丹波市春日町上三井庄５５７番地常　勤:    1リニック　理事長　細 新規 耳い 皮   アレ現存
     (医       1)見　成一 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190313,0175,9 あしだメディカルクリ〒669-3311 0795-73-1800医療法人社団アシダメ芦田　孔 平28. 4. 1内   呼内 診療所
     ニック 丹波市柏原町母坪３２７－１ 常　勤:    1ディカルパートナーズ 組織変更 ②循環器内科③現存
     (医       1)　理事長　芦田　孔 平28. 4. 1糖尿病内科　内
     分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190413,0176,7 医療法人社団あきら整〒669-3811 0795-87-1323医療法人社団　あきら平島　顕 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科クリニック 丹波市青垣町佐治字ナカイチバ７常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     ２番地 (医       1)理事長　平島　顕 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190513,0177,5 けやきクリニック 〒669-3316 0795-72-2200上山　知己 上山　知己 平28. 5. 1内   診療所
     丹波市柏原町鴨野３４６－１ 常　勤:    1 新規 ②循環器内科　現存
     (医       1) 平28. 5. 1心臓リハビリテ
     ーション科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190613,0178,3 田中内科医院 〒669-3601 0795-82-1040医療法人社団　田中内田中　潔 平28. 4. 1内   診療所
     丹波市氷上町成松５３３番地１ 常　勤:    2科医院　理事長　田中 移動 循環器内科 現存
     (医       2)　潔 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190713,0179,1 医療法人社団愛康会　〒669-3812 0795-87-0170医療法人社団愛康会大大森　康宏 平28. 9. 1外   内   小  診療所
     大森医院 丹波市青垣町小倉８４５番地 常　勤:    1森医院　理事長　大森 組織変更 放   現存
     (医       1)　康宏 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190814,0067,6 石井医院 〒669-2825 0795-96-0003石井　眞美子 石井　眞美子 平元. 5. 1内   循   小  診療所
     篠山市北野新田６０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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 190914,0070,0 中野医院 〒669-2455 079-594-2211医療法人社団　土筆記中野　正則 平 2.11. 1皮   性   内  診療所
     篠山市宇土３５５－１ 常　勤:    3念厚生会　理事長　中 リハ 小   外  現存
     (医       3)野　正則 平29.11. 1①泌尿器科（人
     工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191014,0071,8 岡本病院 〒669-2202 079-594-1616医療法人社団　紀洋会余田　洋右 平 3. 7. 1一般        94病院
     (14,0045,8) 篠山市東吹１０１５番１ 常　勤:   16　理事長　岡本　のぶ 療養        92現存
     (医      15)子 平24. 7. 1内   外   整外
     (歯       1) 眼   皮   脳外
     非常勤:   26 ひ   放   リハ
     (医      26) 耳い 心内 精  
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191114,0075,9 山鳥病院 〒669-2513 0795-57-0005医療法人社団　山ゆり山鳥　嘉彦 平 5. 6. 1療養        31病院
     篠山市福住３９９ 常　勤:    2会　理事長　山鳥　嘉 内   呼内 小  現存
     (医       2)彦 平29. 6. 1放   
     非常勤:    2 循環器内科　消
     (医       2) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191214,0078,3 馬嶋医院 〒669-2332 0795-52-0103馬嶋　素子 馬嶋　素子 平 7.11. 1内   小   診療所
     篠山市北新町７９－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191314,0079,1 河合整形外科 〒669-2321 0795-52-6244河合　岳雄 河合　岳雄 平 8. 2. 1整外 リハ 診療所
     篠山市黒岡１８２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191414,0082,5 建井医院 〒669-2202 0795-94-0569建井　務 建井　務 平 8. 8. 1内   小   放  診療所
     篠山市東吹９１１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191514,0083,3 西井クリニック 〒669-2122 0795-95-0221医療法人社団　西井ク西井　真 平 8. 9. 1一般    診療所
     篠山市波賀野新田１３５ 常　勤:    2リニック　理事長　西 療養    現存
     (医       2)井　真 平29. 9. 1内   外   胃  
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191614,0084,1 河合医院 〒669-2332 0795-52-0308河合　哲 河合　哲 平 8.10. 1胃   消   外  診療所
     篠山市北新町７１－１ 常　勤:    1 整外 皮ひ こう現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 191714,0085,8 兵庫医科大学ささやま〒669-2321 079-552-1181学校法人兵庫医科大学片山　覚 平 9.10. 1一般       136病院
     医療センター 篠山市黒岡５番地 常　勤:   27　理事長　新家　荘平 交代 療養        44現存
     (医      27) 平24.10. 1呼内 神内 整外
     非常勤:   67 ひ   産婦 眼  
     (医      67) 耳い リハ 放  
     精   リウ 小  
     皮   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191814,0087,4 小畠内科クリニック 〒669-2404 0795-56-2800医療法人社団　小畠内小畠　正夫 平10. 7. 1内   消   リハ診療所
     篠山市西本荘４４８ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　小畠　正夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191914,0089,0 篠山市国民健康保険草〒669-2702 0795-92-0011篠山市長　酒井　隆明崎谷　満 平11. 4. 1内   診療所
     山診療所 篠山市本郷１０８－１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192014,0091,6 篠山市国民健康保険今〒669-2153 079-590-3050篠山市長　酒井　隆明山本　憲康 平11. 4. 1内   小   外  診療所
     田診療所 篠山市今田町今田新田１７－１ 常　勤:    1 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192114,0093,2 平野外科医院 〒669-2335 0795-52-0189医療法人社団　緑風会平野　節 平11. 6. 1一般         4診療所
     篠山市乾新町９８ 常　勤:    1　平野外科医院　理事 移動 療養         9現存
     (医       1)長　平野　節 平29. 6. 1外   内   整外
     非常勤:    1 皮ひ 放   
     (医       1) ④消内⑤消外⑥
     乳外⑧肛門外⑩
     理学療法
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192214,0094,0 おおぎや眼科 〒669-2321 0795-52-8100大木谷　信彰 大木谷　信彰 平12. 4. 1眼   診療所
     篠山市黒岡１８６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192314,0099,9 小徳整形外科 〒669-2212 079-590-1510医療法人社団小徳整形小徳　宏之 平16. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     篠山市大沢二丁目１番地１ 常　勤:    1外科　理事長　小徳　 組織変更 現存
     (医       1)宏之 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192414,0102,1 あしだ内科医院 〒669-2212 079-590-1500医療法人社団あしだ内芦田　定 平17. 2. 1内   リハ 診療所
     篠山市大沢１丁目７番地２ 常　勤:    1科医院　理事長　芦田 組織変更 現存
     (医       1)　定 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 192514,0103,9 篠山市休日診療所 〒669-2321 079-594-1117篠山市長　酒井　隆明河合　岳雄 平17. 8. 1内   診療所
     篠山市黒岡１９１番地 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192614,0104,7 医療法人社団みどり会〒669-2721 079-593-1352医療法人社団みどり会井手　通雄 平18. 3. 1一般 病院
     にしき記念病院 篠山市西谷５７５番地の１ 常　勤:    5　理事長　井手　通雄 その他     一般    48現存
     (医       5) 平30. 3. 1内   呼内 神内
     非常勤:   31 心内 整外 脳外
     (医      31) 形外 精   小  
     皮   眼   耳い
     リハ 放   
     循環器内科　消
     化器内科　老年
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192714,0105,4 小嶋医院 〒669-2451 079-590-2350医療法人社団小嶋医院小嶋　敏誠 平18. 5. 1内   小   整外診療所
     篠山市北４５－４ 常　勤:    2　理事長　小嶋　敏誠 移動 循環器内科　消現存
     (医       2) 平30. 5. 1化器内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192814,0106,2 芦田皮フ科 〒669-2321 079-552-8300芦田　雅士 芦田　雅士 平18.10. 1皮   アレ 形外診療所
     篠山市黒岡字古池ノ坪１８７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192914,0107,0 砂山内科クリニック 〒669-2202 079-594-5677砂山　和弘 砂山　和弘 平19. 3. 1内   循   呼  診療所
     篠山市東吹１８２８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193014,0113,8 篠山市国民健康保険東〒669-2545 079-558-0053篠山市長　酒井　隆明松村　浩司 平23. 8. 1内   外   診療所
     雲診療所 篠山市小田中２２０番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193114,0114,6 篠山市国民健康保険後〒669-2422 079-556-3735篠山市長　酒井　隆明松村　浩司 平23. 8. 1内   外   診療所
     川診療所 篠山市後川上４７７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193214,0115,3 篠山あだち耳鼻咽喉科〒669-2321 079-552-8741足立　恒道 足立　恒道 平25. 7. 1耳い 診療所
     篠山市黒岡１８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
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 193314,0116,1 ほほえみクリニック 〒669-2205 079-594-1100田中　敬一郎 田中　敬一郎 平25.10. 1内   診療所
     篠山市網掛４１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193414,0117,9 タマル産婦人科 〒669-2202 079-590-1188医療法人社団　タマル生川　伸二 平26. 1. 1一般 診療所
     篠山市東吹４０４番地１ 常　勤:    1産婦人科　理事長　生 組織変更     一般    12現存
     (医       1)川　伸二 平26. 1. 1産婦 麻   
     美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193514,0118,7 栖田内科 〒669-2321 079-552-0338医療法人社団栖田内科栖田　道雄 平26. 5. 1内   呼内 診療所
     篠山市黒岡１８４ 常　勤:    1　理事長　栖田　道雄 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193614,0119,5 細見クリニック 〒669-2318 079-552-6007医療法人社団　細見ク塩田　絵里子 平27. 3. 1内   婦   小  診療所
     篠山市大熊６４番地 常　勤:    1リニック　理事長　細 組織変更 耳い 皮   アレ現存
     (医       1)見　成一 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193714,0120,3 こうけ眼科 〒669-2406 079-506-8781高家　近 高家　近 平30. 5. 1眼   診療所
     篠山市泉１１５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193814,0121,1 すぎもとボーン・クリ〒669-2214 079-506-3753杉本　千尋 杉本　千尋 平30. 5. 1小   内   診療所
     ニーク 篠山市味間新６４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193915,0048,3 医療法人　新淡路病院〒656-0015 0799-22-1534医療法人　新淡路病院木戸上　洋一 昭44. 4. 7精神       240病院
     洲本市上加茂４３ 常　勤:    5　理事長　金藤　公人 精   心内 内  現存
     (医       5) 平29. 4. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194015,0061,6 新見医院 〒656-0025 07992-4-0213新見　紘一 新見　紘一 昭49. 7. 1内   診療所
     洲本市本町３－１－２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194115,0068,1 土倉産婦人科 〒656-0013 0799-24-3660岡本　惇 岡本　惇 昭52.11. 1一般         3診療所
     洲本市下加茂１－１－３７ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 194215,0069,9 石濱内科医院 〒656-0051 07992-4-5858石濱　義民 石濱　義民 昭54. 3. 1内   診療所
     洲本市物部２丁目７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194315,0076,4 カク・西本協同産婦人〒656-0025 0799-23-1503西本　弘之 西本　弘之 昭60. 1. 1一般         2診療所
     科 洲本市本町３丁目１－２７ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194415,0079,8 奥村小児科医院 〒656-0051 22-3623 奥村　司 奥村　司 昭62. 2. 1内   小   診療所
     洲本市物部４９５－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194515,0080,6 藤岡内科医院 〒656-2541 0799-27-2500藤岡　大司郎 藤岡　大司郎 昭63. 6. 1内   小   診療所
     洲本市由良２丁目６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194615,0082,2 奥村眼科医院 〒656-0051 0799-24-6624奥村　紀子 奥村　紀子 平 2. 4. 1眼   診療所
     洲本市物部３丁目９－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194715,0085,5 木村医院 〒656-0055 0799-23-0099木村　一郎 木村　一郎 平 3. 6. 1胃   消   外  診療所
     洲本市大野１３３５ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194815,0086,3 木曽医院 〒656-0012 0799-24-3200医療法人社団木曽医院木曽　康裕 平 3. 5. 1外   消   皮  診療所
     洲本市宇山２丁目１－２ 常　勤:    2　理事長　木曽　康裕 小   形外 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194915,0089,7 鈴木整形外科 〒656-0101 0799-24-3533医療法人社団　鈴木整鈴木　剛 平 4.11. 1一般        18診療所
     洲本市納２３１ 常　勤:    1形外科　理事長　鈴木 外   整外 リハ現存
     (医       1)　剛 平28.11. 1リウ 放   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 195015,0092,1 洲本伊月病院 〒656-0014 0799-26-0770医療法人　いちえ会　岡田　雅博 平 7. 5. 1一般        78病院
     洲本市桑間４２８ 常　勤:    8理事長　藤田　葉子 療養       100現存
     (医       8) 平28. 5. 1内   外   脳外
     非常勤:   39 リハ 整外 ひ  
     (医      39) リウ 麻   放  
     皮   産婦 呼内
     消内　消外　こ
     う外　循内　糖
     内　緩ケ内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195115,0096,2 三木内科医院 〒656-0053 0799-23-9200医療法人社団　三木内三木　隆彦 平 9. 1. 1内   循   診療所
     洲本市上物部１丁目２－９ 常　勤:    1科医院　理事長　三木 現存
     (医       1)　隆彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195215,0101,0 行政内科医院 〒656-0012 0799-22-6736医療法人社団行政内科行政　隆康 平11. 5. 1内   循   呼  診療所
     洲本市宇山１丁目１－８ 常　勤:    2医院　理事長　行政　 組織変更 消   アレ 現存
     (医       2)隆康 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195315,0105,1 さいか医院 〒656-0045 0799-26-0313雜賀　聰 雜賀　聰 平13. 4. 1内   消   診療所
     洲本市木戸アグリ６８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195415,0107,7 髙橋内科医院 〒656-0054 0799-23-3556髙橋　雅彦 髙橋　雅彦 平13. 7. 1内   循   診療所
     洲本市宇原２２４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195515,0108,5 三根医院 〒656-0026 0799-24-0030医療法人社団　三根医三根　一乘 平14. 1. 1内   小   アレ診療所
     洲本市栄町２丁目２－２６ 常　勤:    1院　理事長　三根　一 組織変更 現存
     (医       1)乘 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195615,0109,3 松島医院 〒656-0051 0799-22-0034松島　進 松島　進 平14. 3. 5ひ   外   診療所
     洲本市物部３－３－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195715,0112,7 藤井眼科 〒656-0026 0799-24-4490医療法人社団　藤井眼藤井　啓誠 平15. 1. 1眼   診療所
     洲本市栄町１丁目３番２７号 常　勤:    1科　理事長　藤井　啓 移動 現存
     (医       1)誠 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195815,0114,3 鎌田医院 〒656-2541 0799-27-0111橋本　正史 橋本　正史 平15. 7. 1内   診療所
     洲本市由良３丁目１の１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 195915,0116,8 菱川内科クリニック 〒656-0026 0799-25-2455医療法人社団菱川内科菱川　留王 平16. 5. 1内   消   診療所
     洲本市栄町３丁目３番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)菱川　留王 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196015,0118,4 岡田整形外科 〒656-0053 0799-25-5567医療法人社団岡田整形岡田　純典 平17. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     洲本市上物部１丁目２番６号 常　勤:    1外科　理事長　岡田　 組織変更 現存
     (医       1)純典 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196115,0119,2 こだまクリニック 〒656-0101 0799-24-3030医療法人社団こだまク児玉　和也 平17. 6. 1内   呼   リウ診療所
     洲本市納２１５番１号 常　勤:    1リニック　理事長　児 組織変更 アレ 現存
     (医       1)玉　和也 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196215,0121,8 洲本市国民健康保険五〒656-1331 0799-33-0597洲本市長　竹内　通弘太田　博章 平18. 2.11一般 診療所
     色診療所 洲本市五色町都志大日７０７番地常　勤:    1 交代     一般     7現存
     (医       1) 平30. 2.11一般
     非常勤:    3     療養    12
     (医       3) 内   胃   外  
     小   整外 放  
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196315,0122,6 洲本市国民健康保険鮎〒656-1313 0799-32-0530洲本市長　竹内　通弘籠重　昌弘 平18. 2.11一般 診療所
     原診療所 洲本市五色町鮎原西１番地１ 常　勤:    1 交代     一般     4現存
     (医       1) 平30. 2.11一般
         療養    15
     内   胃   外  
     小   整外 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196415,0123,4 洲本市国民健康保険堺〒656-1336 0799-35-0560洲本市長　竹内　通弘山岡　雅顕 平18. 2.11内   外   小  診療所
     診療所 洲本市五色町上堺７５番地４ 常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平30. 2.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196515,0124,2 洲本市応急診療所 〒656-0027 0799-24-6340洲本市長　竹内　通弘山岡　雅顕 平18. 2.11内   外   小  診療所
     洲本市港２番２６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2.11
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196615,0125,9 洲本市国民健康保険上〒656-2531 0799-29-0298洲本市長　竹内　通弘山岡　雅顕 平18. 4. 1内   診療所
     灘診療所 洲本市相川組１９８番地 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 196715,0126,7 小出内科クリニック 〒656-0012 0799-26-0333医療法人社団小出内科小出　昌伸 平19. 1. 1内   循   診療所
     洲本市宇山３丁目１番３３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)小出　昌伸 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196815,0127,5 うまづめ眼科クリニッ〒656-0025 0799-26-0001馬詰　裕道 馬詰　裕道 平19. 1.30眼   診療所
     ク 洲本市本町４丁目４－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196915,0128,3 村上メンタルクリニッ〒656-0026 0799-24-1221村上　啓三 村上　啓三 平19. 5. 1精   神   心内診療所
     ク 洲本市栄町１丁目３－２７ＴＯＰ常　勤:    1 移動 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197015,0130,9 耳鼻咽喉科形成美容外〒656-0012 0799-24-1133香山　智佳子 香山　智佳子 平22. 4. 1形外 美外 耳い診療所
     科　香山医院 洲本市宇山３－１－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197115,0131,7 森耳鼻咽喉科 〒656-0013 0799-22-7260森　正 森　正 平22. 5. 1内   皮   婦  診療所
     洲本市下加茂１丁目１－３６ 常　勤:    2 新規 耳い 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197215,0132,5 内町クリニック 〒656-0025 0799-22-0023高橋　裕子 高橋　裕子 平23. 5. 1内   循   診療所
     洲本市本町３丁目２番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197315,0133,3 クラモト皮膚科 〒656-0026 0799-22-3457医療法人社団クラモト倉本　賢 平24. 1.10皮   形外 診療所
     洲本市栄町１丁目３番２７号ＴＯ常　勤:    1皮膚科　理事長　倉本 移動 現存
     Ｐビル４Ｆ (医       1)　賢 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197415,0134,1 井上内科消化器クリニ〒656-0013 0799-26-1515医療法人社団井上内科井上　博 平24. 5. 1内   胃   他  診療所
     ック 洲本市下加茂一丁目６４０番地１常　勤:    1消化器クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　井上　博 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 197515,0135,8 兵庫県立淡路医療セン〒656-0021 0799-22-1200兵庫県知事　井戸　敏小山　隆司 平25. 5. 1一般       377地域支援
     (15,0071,1) ター 洲本市塩屋１丁目１番１３７号 常　勤:  114三 移動 精神        45病院
     (医     111) 平25. 5. 1結核        15現存
     (歯       3) 一般（感染）
     非常勤:    2              4
     (医       2) 内   呼内 神内
     外   呼外 心外
     脳外 整外 形外
     精   小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     循内　消内　血
     内　病理診断　
     救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197615,0136,6 當銘医院 〒656-0101 0799-24-6228医療法人社団當銘医院當銘　克之 平25. 5. 1内   消   他  診療所
     洲本市納１５８番地１ 常　勤:    1　理事長　當銘　克之 移動 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197715,0137,4 溝上　眼科 〒656-0101 0799-24-0371溝上　淳二 溝上　淳二 平26. 3. 1一般         5診療所
     洲本市納３０３－５ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197815,0138,2 沖田耳鼻咽喉科 〒656-0026 0799-25-4187医療法人社団沖田耳鼻沖田　純 平26. 3. 1耳い アレ 診療所
     洲本市栄町一丁目３番２７号ＴＯ常　勤:    1咽喉科　理事長　沖田 組織変更 小児耳鼻いんこ現存
     Ｐビル５Ｆ (医       1)　純 平26. 3. 1う科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197915,0140,8 〒656-0025 0799-22-0282太田　浩之 太田　浩之 平27. 2. 1整外 形外 外  診療所
     洲本市本町５－３－２１ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平27. 2. 1ペインクリニッ
     ク外科・内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198015,0141,6 ひらのクリニック 〒656-0021 0799-22-6656医療法人社団ひらのク平野　泰之 平30. 5. 1内   診療所
     洲本市塩屋一丁目２番１５号の２常　勤:    1リニック　理事長　平 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)野　泰之 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198116,0069,7 内田医院 〒656-2331 内田　孝夫 内田　孝夫 昭53. 8. 5内   小   診療所
     淡路市仮屋２４７－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 5



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   214 頁

 198216,0071,3 高島内科クリニック 〒656-2131 高島　康治 高島　康治 昭56. 5. 1内   診療所
     淡路市志筑２８３１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198316,0084,6 医療法人社団河上整形〒656-2132 0799-62-4711医療法人社団河上整形河上　哲生 平元. 2. 1一般        19診療所
     外科 淡路市志筑新島６－２７ 常　勤:    1外科　理事長　河上　 整外 リハ 麻  現存
     (医       1)哲生 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198416,0085,3 高島眼科クリニック 〒656-2131 0799-62-0120医療法人社団　高島眼高島　玲子 平元. 9. 1眼   診療所
     淡路市志筑２８３１－４ 常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     (医       1)　高島　玲子 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198516,0088,7 柳澤医院 〒656-1342 0799-34-0033医療法人社団　柳澤医柳澤　潤子 平 5. 5. 1一般         3診療所
     洲本市五色町鳥飼上９８７－２ 常　勤:    1院　理事長　柳澤　潤 内   小   婦  現存
     (医       1)子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198616,0089,5 細原医院 〒656-1521 0799-85-0033高折　雅章 高折　雅章 平 5. 7. 1内   小   診療所
     淡路市多賀１２７５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198716,0093,7 曽山医院 〒656-2131 0799-62-5566医療法人社団曽山医院曽山　信彦 平 5.12. 1内   胃   外  診療所
     淡路市志筑１３９１－９ 常　勤:    1　理事長　曽山　信彦 こう 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198816,0094,5 粟田医院 〒656-2132 0799-62-5000医療法人社団粟田医院粟田　哲司 平 5.12. 1内   胃   皮  診療所
     淡路市志筑新島６－３４ 常　勤:    2　理事長　粟田　哲司 アレ 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198916,0095,2 戸田耳鼻咽喉科医院 〒656-2132 0799-62-5347医療法人社団戸田耳鼻戸田　勝也 平 5.12. 1耳い 診療所
     淡路市志筑新島６－２３ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)戸田　勝也 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199016,0096,0 向田医院 〒656-1511 0799-85-0001向田　利秀 向田　利秀 平 6. 1. 1内   診療所
     淡路市郡家７２－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199116,0097,8 津本診療所 〒656-1344 津本　定也 津本　定也 平 6. 3. 1内   循   皮  診療所
     洲本市五色町鳥飼浦１９３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 199216,0099,4 田中医院 〒656-2311 0799-74-5558医療法人社団田中医院田中　徳太郎 平 6.11. 1内   外   リハ診療所
     淡路市久留麻１８４２番地の２ 常　勤:    1　理事長　田中　徳太 現存
     (医       1)郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199316,0101,8 明石医院 〒656-2223 0799-64-0005医療法人社団明石医院明石　善久 平 6.11. 1内   診療所
     淡路市生穂１７６０番地の１ 常　勤:    1　理事長　明石　善久 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199416,0103,4 西海医院 〒656-2131 0799-62-1900医療法人社団　西海医西海　長平 平 7.12. 1胃   外   皮  診療所
     淡路市志筑３１１２－４８ 常　勤:    1院　理事長　西海　長 ひ   現存
     (医       1)平 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199516,0106,7 とみもと小児科医院 〒656-2132 0799-62-6266医療法人社団　とみも富本　康仁 平 9. 1. 1小   アレ 診療所
     淡路市志筑新島１０－９ 常　勤:    1と小児科医院　理事長 現存
     (医       1)　富本　康仁 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199616,0111,7 高山クリニック 〒656-2132 0799-62-1366医療法人社団高山会　中山　義晴 平10. 2. 1一般        19診療所
     淡路市志筑新島６－３７ 常　勤:    2高山クリニック　理事 組織変更 ひ   放   現存
     (医       2)長　中山　義晴 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199716,0112,5 医療法人社団順心会　〒656-2156 0799-62-7501医療法人社団　順心会松井　祥治 平10. 7. 1一般        60病院
     (16,0076,8) 順心淡路病院 淡路市大町下６６－１ 常　勤:    5　理事長　栗原　英治 新規 療養       112現存
     (医       5) 平28. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   26 脳外 皮   リハ
     (医      25) 放   歯外 他  
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199816,0114,1 太田医院 〒656-1531 0799-86-0605太田　雄三 太田　雄三 平11. 6. 1内   消   診療所
     淡路市江井２６９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199916,0115,8 東浦平成病院 〒656-2311 0799-74-0503医療法人社団　淡路平藤井　貴子 平11. 7. 1療養       180病院
     淡路市久留麻１８６７ 常　勤:    9成会　理事長　北河　 新規 一般        59現存
     (医       9)宏之 平29. 7. 1内   外   リハ
     非常勤:   28 整外 脳外 小  
     (医      28) 耳い 眼   皮  
     放   心内 
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200016,0116,6 ながの眼科医院 〒656-2131 0799-60-2525長野　千香子 長野　千香子 平11.10. 1眼   診療所
     淡路市志筑１５８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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 200116,0118,2 うえむら小児科内科ク〒656-2132 0799-62-6550医療法人社団うえむら植村　幹二郎 平12. 4.19小   内   アレ診療所
     リニック 淡路市志筑新島６番地の１１ 常　勤:    1小児科内科クリニック 移動 現存
     (医       1)　理事長　植村　幹二 平30. 4.19
     郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200216,0121,6 神陽台クリニック 〒656-1318 0799-32-1484鈴木　陽子 鈴木　陽子 平13. 6. 1内   小   診療所
     洲本市五色町鮎原宇谷神陽６００常　勤:    1 新規 現存
     －１７１ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200316,0122,4 有馬内科消化器科 〒656-2311 0799-75-2311有馬　範幸 有馬　範幸 平14. 5. 1内   消   診療所
     淡路市久留麻神田１９０７マンシ常　勤:    1 新規 現存
     ョン北の街２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200416,0127,3 医療法人社団ゆたか会〒656-1313 0799-30-2272医療法人社団ゆたか会高田　裕 平16. 5. 1内   小   消  診療所
     たかたクリニック 洲本市五色町鮎原西９番地の２ 常　勤:    1　理事長　高田　裕 組織変更 外   リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200516,0128,1 くさわけ整形外科医院〒656-2131 0799-62-6930医療法人社団くさわけ草別　一成 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     淡路市志筑１７１８番地の１ 常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　草別　一成 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200616,0129,9 中井内科医院 〒656-1501 0799-80-5270中井　正繼 中井　正繼 平16.10. 1内   整外 診療所
     淡路市尾崎１５６２ 常　勤:    1 新規 ②循環器内科③現存
     (医       1) 平28.10. 1糖尿病内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200716,0130,7 淡路市国民健康保険仁〒656-1731 0799-84-0079淡路市長　門　康彦 鈴記　聖子 平17. 4. 1内   診療所
     井診療所 淡路市仁井６５番地 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200816,0131,5 淡路市国民健康保険北〒656-1602 0799-84-0079兵庫県淡路市長　門　井宮　雅宏 平17. 4. 1一般 診療所
     淡診療所 淡路市育波４８０番地５ 常　勤:    1康彦 交代     一般    19現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   神内 呼内
     非常勤:    7 眼   精   心内
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200916,0132,3 大橋医院 〒656-1602 0799-84-0066大橋　明 大橋　明 平17.11.15小   内   診療所
     淡路市育波１２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201016,0134,9 淡路市休日応急診療所〒656-2131 0799-62-0285淡路市長　門　康彦 明石　善久 平18. 4. 1内   外   小  診療所
     淡路市志筑３１１９番地１ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平30. 4. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201116,0136,4 長野整形外科医院 〒656-2131 0799-62-1588長野　正憲 長野　正憲 平19. 1. 1整外 診療所
     淡路市志筑１５７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201216,0140,6 伊月クリニック 〒656-2132 0799-62-3021医療法人いちえ会　理吉田　寛 平21. 9. 1内   診療所
     淡路市志筑新島９－１ 常　勤:    1事長　伊月　豊度 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201316,0141,4 せいき医院 〒656-2131 0799-62-0700医療法人社団せいき医清木　孝祐 平23. 2. 1内   外   小  診療所
     淡路市志筑１６２８番地１ 常　勤:    1院　理事長　清木　孝 組織変更 胃腸内科　肛門現存
     (医       1)祐 平29. 2. 1外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201416,0143,0 中村クリニック 〒656-2401 0799-73-2100医療法人社団　中村ク中村　明裕 平25. 4. 1外   内   整外診療所
     淡路市岩屋２９４２－１４ 常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 リハ 現存
     (医       1)村　明裕 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201516,0144,8 岡田医院 〒656-2401 0799-72-2537岡田　有美 岡田　有美 平26. 1. 1内   診療所
     淡路市岩屋９８５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201616,0145,5 聖隷淡路病院 〒656-2306 0799-72-3636社会福祉法人　聖隷福黒田　勝哉 平26. 4. 1一般       152病院
     淡路市夢舞台１－１ 常　勤:    9祉事業団　理事長　山 移動 内   外   整外現存
     (医       9)本　敏博 平26. 4. 1産婦 皮   リハ
     非常勤:   43 脳外 小   呼内
     (医      43) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201716,0146,3 いしがみ皮フ科クリニ〒656-2131 0799-62-7143石上　剛史 石上　剛史 平27. 5. 1皮   アレ 診療所
     ック 淡路市志筑９６－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201816,0147,1 松田アイクリニック 〒656-2401 0799-72-0070医療法人社団　明視会松田　聡 平28. 4. 1眼   診療所
     淡路市岩屋字中町１０００番 常　勤:    1　理事長　松田　聡 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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 201916,0148,9 しおかぜ診療所 〒656-2401 0799-70-1697医療法人社団　しおか岡野　浩和 平28. 5. 1外   内   診療所
     淡路市岩屋１４１４番地３５ 常　勤:    1ぜ診療所　理事長　岡 組織変更 ③消化器内科　現存
     (医       1)野　浩和 平28. 5. 1糖尿病内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202016,0149,7 中田医院 〒656-1711 0799-82-2399医療法人社団　中田医中田　勢津子 平28. 5. 1内   リハ 診療所
     淡路市富島小倉山８７２番地１０常　勤:    1院　理事長　中田　勢 組織変更 ②循環器内科 現存
     (医       1)津子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202117,0061,2 真野外科医院 〒656-0478 真野　博文 真野　博文 昭55. 7. 1一般         7診療所
     南あわじ市市福永６９５－４ 常　勤:    1 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平28. 7. 1外   整外 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202217,0072,9 平成病院 〒656-0442 0799-42-5335医療法人社団　淡路平片山　直弥 平元. 8. 1療養       168病院
     南あわじ市八木養宜中１７３ 常　勤:    4成会　理事長　北河　 内   呼内 小  現存
     (医       4)宏之 平28. 8. 1放   リハ 神内
     非常勤:   26 眼   
     (医      26) 循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202317,0073,7 滝川医院 〒656-0303 0799-36-2230医療法人社団　滝川医瀧川　卓 平元. 8. 1内   外   皮  診療所
     南あわじ市松帆江尻７ 常　勤:    2院　理事長　瀧川　卓 ひ   現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202417,0077,8 穀内クリニック 〒656-0533 0799-55-0059医療法人社団　ゆずる穀内　勇夫 平 2.11. 1一般    診療所
     南あわじ市北阿万新田中４０番地常　勤:    1は会　理事長　穀内　 内   消   こう現存
     (医       1)勇夫 平29.11. 1皮   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202517,0079,4 バベ医院 〒656-0332 0799-36-2048馬部　樹也 馬部　樹也 平 4. 6. 1内   診療所
     南あわじ市湊叶堂向６６－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202617,0080,2 医療法人社団ゆずるは〒656-0131 0799-45-2055医療法人社団　ゆずる穀内　純江 平 4. 7. 1内   皮   診療所
     会穀内クリニックみど南あわじ市広田中筋１０２５－２常　勤:    1は会　理事長　穀内　 現存
     り診療所 (医       1)勇夫 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202717,0081,0 高田医院 〒656-0461 0799-42-2610医療法人社団　高田医高田　育明 平 4. 7. 1一般    診療所
     南あわじ市市円行寺１３６－１ 常　勤:    1院　理事長　高田　育 内   呼   胃  現存
     (医       1)明 平28. 7. 1循   外   整外
     形外 こう リハ
     放   
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 202817,0083,6 富本医院 〒656-0428 0799-42-2053富本　喜文 富本　喜文 平 6. 3. 1外   診療所
     南あわじ市榎列掃守３９６ 常　勤:    1 消化器内科 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202917,0085,1 橋田医院 〒656-0462 0799-42-0066医療法人社団橋田医院橋田　友孝 平 6.11. 1内   小   診療所
     南あわじ市市青木９４番地の５ 常　勤:    1　理事長　橋田　友孝 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203017,0086,9 柴田診療所 〒656-0122 0799-45-0414柴田　亮平 柴田　亮平 平 7. 2. 1内   循   小  診療所
     南あわじ市広田広田３０６－３ 常　勤:    3 こう 現存
     (医       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203117,0088,5 たなか医院 〒656-0122 0799-45-1599医療法人社団　たなか田中　一宏 平 7.12. 1小   アレ 診療所
     南あわじ市広田広田８６５－７ 常　勤:    1医院　理事長　田中　 現存
     (医       1)一宏 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203217,0091,9 中林病院 〒656-0455 0799-42-6200医療法人社団　中正会中林　愛晶 平 8. 2. 1一般        41病院
     南あわじ市神代国衙１６８０－１常　勤:    5　理事長　中林　愛晶 療養        52現存
     (医       5) 平29. 2. 1内   外   皮  
     非常勤:   24 ひ   耳い 整外
     (医      24) リハ 麻   
     消化器内科　肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203317,0092,7 八木病院 〒656-0446 0799-42-6188医療法人社団うしお会岡　夏生 平 9. 4. 1療養        98病院
     南あわじ市八木寺内１１４７番地常　勤:    4　理事長　八木　康公 内   外   整外現存
     (医       4) 平30. 4. 1リハ ひ   皮  
     非常勤:   15 脳外 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203417,0093,5 福田耳鼻咽喉科 〒656-0122 0799-45-1793福田　郁夫 福田　郁夫 平 9. 5. 1耳い 診療所
     南あわじ市広田広田８８７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203517,0097,6 前田整形外科 〒656-0483 0799-42-7788医療法人社団　前田整前田　昌己 平10.12. 1整外 形外 リハ診療所
     南あわじ市志知中島９０４－３ 常　勤:    1形外科　理事長　前田 組織変更 現存
     (医       1)　昌己 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203617,0098,4 村野診療所 〒656-0516 0799-54-0027村野　謙一 村野　謙一 平11. 4. 1内   循   小  診療所
     南あわじ市賀集福井１－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 203717,0102,4 南淡路病院 〒656-0516 0799-53-1553医療法人社団南淡千遙伊井　邦雄 平13. 4. 1療養        85病院
     南あわじ市賀集福井５６０ 常　勤:    5会　理事長　武久　洋 移動 精神        85現存
     (医       5)三 平25. 4. 1内   精   心内
     非常勤:    5 神内 リハ 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203817,0103,2 斉藤内科クリニック 〒656-0425 0799-43-2100医療法人社団　斉藤内齊藤　雅文 平13.12. 1内   診療所
     南あわじ市榎列小榎列２０６－１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 消化器内科　人現存
     (医       1)　齊藤　雅文 平25.12. 1工透析
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203917,0104,0 医療法人社団正啓会福〒656-0332 0799-36-2017医療法人社団正啓会福福原　正博 平14. 1. 1内   循   消  診療所
     原医院 南あわじ市湊５６９－１ 常　勤:    1原医院　理事長　福原 組織変更 呼   小   放  現存
     (医       1)　正博 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204017,0105,7 うまづめ眼科みはら 〒656-0478 0799-43-2525馬詰　ひとみ 馬詰　ひとみ 平14. 1.30眼   診療所
     南あわじ市市福永５６０－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204117,0107,3 レディースクリニック〒656-0121 0799-45-1131医療法人社団　後藤産後藤　幸 平14. 7.29一般 診療所
     ごとう 南あわじ市山添２８０－２ 常　勤:    2婦人科　理事長　後藤 移動     一般    16現存
     (医       2)　幸 平26. 7.29産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204217,0108,1 渡辺医院 〒656-0514 0799-50-3505医療法人　杏林会　理渡邉　優 平14.12. 1外   内   麻  診療所
     南あわじ市賀集４０８番地１ 常　勤:    1事長　渡邉　優 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204317,0109,9 森の木整形外科 〒656-0511 0799-53-0050坂本　林太郎 坂本　林太郎 平15. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     南あわじ市賀集八幡２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204417,0111,5 河崎医院 〒656-0428 0799-42-2020日笠　久美 日笠　久美 平16. 1. 1内   他   リハ診療所
     南あわじ市榎列掃守２２の５ 常　勤:    2 交代 心内 アレ 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204517,0112,3 浦瀬医院 〒656-0502 0799-52-0239医療法人社団ひつじ会浦瀬　巌 平16. 1. 1内   小   診療所
     南あわじ市福良乙２８０番地 常　勤:    1　理事長　浦瀬　巌 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204617,0113,1 万診療所 〒656-0543 0799-55-0233鈴木　雅 鈴木　雅 平16. 4. 1内   診療所
     南あわじ市阿万塩屋町７６０－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 204717,0114,9 海の里クリニック 〒656-0501 0799-50-3533畑田　卓也 畑田　卓也 平16. 9. 1外   内   診療所
     南あわじ市福良甲１５２８－６ 常　勤:    1 新規 ②乳腺外科③胃現存
     (医       1) 平28. 9. 1腸内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204817,0115,6 すずき内科クリニック〒656-0478 0799-43-3188鈴木　俊示 鈴木　俊示 平16.10. 1内   循   診療所
     南あわじ市市福永４１６－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204917,0117,2 南あわじ市国民健康保〒656-0651 0799-39-0886南あわじ市長　守本　大鐘　稔彦 平17. 1.11内   外   小  診療所
     険伊加利診療所 南あわじ市伊加利１１８４－１ 常　勤:    1憲弘 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205017,0118,0 南あわじ市国民健康保〒656-0551 0799-56-0655南あわじ市長　守本　宮﨑　美枝 平17. 1.11内   外   小  診療所
     険灘診療所 南あわじ市灘土生３０２ 常　勤:    1憲弘 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205117,0119,8 南あわじ市国民健康保〒656-0961 0799-57-0030南あわじ市長　守本　横山　龍治 平17. 1.11内   外   小  診療所
     険沼島診療所 南あわじ市沼島２３６８－１ 常　勤:    1憲弘 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205217,0121,4 南あわじ市国民健康保〒656-0661 0799-39-0668南あわじ市長　守本　大鐘　稔彦 平17. 1.11内   外   小  診療所
     険阿那賀診療所 南あわじ市阿那賀１２７９－１ 常　勤:    1憲弘 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205317,0122,2 田中医院 〒656-0544 0799-55-0619友清　龍一郎 友清　龍一郎 平18. 1. 1内   診療所
     南あわじ市阿万下町２５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205417,0123,0 平山こども医院 〒656-0422 0799-43-3008医療法人社団　平山こ平山　毅 平19. 1. 1小   アレ 診療所
     南あわじ市榎列上幡多１４２８番常　勤:    1ども医院　理事長　平 組織変更 現存
     地１ (医       1)山　毅 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205517,0124,8 翠鳳第一病院 〒656-0122 0799-45-0099医療法人社団　翠鳳会 田　勇人 平19. 7. 1療養 病院
     南あわじ市広田広田字畑田１３４常　勤:    4　理事長　美摩　武臣 組織変更     療養   119現存
     番地１ (医       4) 平25. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   37 脳外 リハ 麻  
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205617,0125,5 西口医院 〒656-0304 0799-36-5099西口　弘 西口　弘 平19. 9. 1内   小   診療所
     南あわじ市松帆古津路９６２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
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 205717,0128,9 山崎眼科 〒656-0473 0799-43-5277医療法人社団　山崎眼山崎　樹敬 平26. 4. 1眼   診療所
     南あわじ市市小井字川西４５１番常　勤:    1科　理事長　山崎　樹 組織変更 現存
     地５７ (医       1)敬 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205817,0129,7 たまき診療所 〒656-0511 0799-52-0880守本　圭希 守本　圭希 平26. 9. 1心内 形外 皮  診療所
     南あわじ市賀集八幡７番地９ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205917,0130,5 あきた皮フ科クリニッ〒656-0473 0799-53-6861医療法人社団　あきた秋田　浩二 平27. 4. 1皮   形外 診療所
     ク 南あわじ市市小井字川西４５１番常　勤:    1皮フ科クリニック　理 組織変更 現存
     地５５ (医       1)事長　秋田　浩二 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206017,0131,3 南あわじ市休日応急診〒656-0514 0799-53-1536南あわじ市長　守本　高田　育明 平28. 8. 1内   外   小  診療所
     療所 南あわじ市賀集１０６５－７ 常　勤:    1憲弘 移動 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206118,0054,5 クリニック和田 〒677-0036 0795-22-0636和田　良勝 和田　良勝 平元. 9. 1内   小   外  診療所
     西脇市津万町字長田３１５－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206218,0058,6 内橋医院 〒677-0068 0795-27-0011内橋　裕 内橋　裕 平 4. 5. 1胃   外   麻  診療所
     西脇市落方町４３１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206318,0062,8 遠藤産婦人科医院 〒677-0054 0795-22-4135医療法人社団　遠藤産遠藤　善則 平 4.11. 1産婦 診療所
     西脇市野村町１５５８－３ 常　勤:    1婦人科医院　理事長　 現存
     (医       1)遠藤　善則 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206418,0065,1 やない外科胃腸科 〒677-0043 0795-23-2923医療法人社団　やない柳井　映二 平 6. 1. 1一般         6診療所
     西脇市下戸田２７４－２ 常　勤:    1外科・胃腸科　理事長 胃   外   整外現存
     (医       1)　柳井　映二 平30. 1. 1ひ   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206518,0066,9 はたざわ医院 〒677-0013 0795-23-6833医療法人社団　はたざ畑澤　幸雄 平 6. 5. 1内   胃   循  診療所
     西脇市日野町１５８ 常　勤:    1わ医院　理事長　畑澤 小   外   こう現存
     (医       1)　幸雄 平30. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206618,0067,7 皮膚科小澤医院 〒677-0043 0795-23-7333小澤　和哉 小澤　和哉 平 6. 7. 1皮   診療所
     西脇市下戸田２７０－３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 206718,0068,5 折戸整形外科医院 〒677-0054 0795-23-8420折戸　隆 折戸　隆 平 7. 5. 1外   整外 リハ診療所
     西脇市野村１７９５－４２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206818,0069,3 山本耳鼻咽喉科医院 〒677-0004 0795-23-8533山本　邦之 山本　邦之 平 7. 6. 1耳い 診療所
     西脇市市原町１７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206918,0074,3 南整形外科 〒677-0053 0795-23-6801医療法人社団南整形外南　久雄 平 8. 9. 1整外 リハ 診療所
     西脇市和布町１７０－３ 常　勤:    1科　理事長　南　久雄 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207018,0075,0 冨原循環器科内科 〒677-0016 0795-23-7766冨原　均 冨原　均 平 8.11. 1内   循   診療所
     西脇市高田井町１０３６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207118,0076,8 河原医院 〒677-0069 0795-27-0300河原　淳 河原　淳 平 8.12. 4内   胃   循  診療所
     西脇市上王子町１４３－３０ 常　勤:    2 リハ 現存
     (医       2) 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207218,0077,6 藤田小児科医院 〒677-0053 0795-22-8755医療法人社団　藤田小藤田　位 平 9. 1. 1小   診療所
     西脇市和布町字出嶋１６７－３１常　勤:    1児科医院　理事長　藤 現存
     (医       1)田　位 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207318,0079,2 三木医院 〒677-0001 0795-23-5850医療法人社団信和会三三木　信彦 平10. 4. 1内   循   リハ診療所
     西脇市大木町２８８－４ 常　勤:    1木医院　理事長　三木 組織変更 現存
     (医       1)　信彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207418,0081,8 ふじわら眼科 〒677-0015 0795-22-8840医療法人社団　ふじわ藤原　由延 平10. 5. 1一般         5診療所
     西脇市西脇１２１５－２ 常　勤:    1ら眼科　理事長　藤原 組織変更 眼   現存
     (医       1)　由延 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207518,0082,6 医療法人社団　いわた〒677-0039 0795-23-8888医療法人社団　いわた岩田　一壽 平10. 5. 1一般        15診療所
     ウィメンズクリニック西脇市上比延町４３２－４９ 常　勤:    2ウィメンズクリニック 組織変更 産婦 現存
     (医       2)　理事長　岩田　一壽 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207618,0083,4 天野内科医院 〒677-0044 0795-24-1717医療法人社団天野内科天野　昌彦 平11.12. 1内   消   呼  診療所
     西脇市上野字芝添３１５ 常　勤:    1医院　理事長　天野　 組織変更 現存
     (医       1)昌彦 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 207718,0084,2 上田医院 〒677-0054 0795-22-3040医療法人社団しげはる上田　正生 平12. 5. 1一般         3診療所
     西脇市野村町８６５－５ 常　勤:    2会　理事長　上田　正 組織変更 内   外   小  現存
     (医       2)生 平30. 5. 1循   消   呼  
     非常勤:    1 放   心外 リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207818,0085,9 なかお眼科 〒677-0021 0795-25-2323医療法人社団泉会　な中尾　寛 平15. 1. 1一般 診療所
     西脇市蒲江３２１番地１ 常　勤:    1がお眼科　理事長　中 組織変更     一般     4現存
     (医       1)尾　寛 平27. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207918,0088,3 西脇市立西脇病院 〒677-0043 0795-22-0111西脇市長　片山　象三岩井　正秀 平17.10. 1一般       320病院
     (18,0038,4) 西脇市下戸田６５２番地の１ 常　勤:   52 交代 内   精   神内現存
     (医      50) 平29.10. 1呼内 小   外  
     (歯       2) 整外 脳外 皮  
     非常勤:  114 ひ   産婦 眼  
     (医     114) 耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     消化器内科　循
     環器内科　血液
     内科　乳腺外科
     　病理診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208018,0089,1 おさかだ耳鼻咽喉科医〒677-0054 0795-23-3001医療法人社団おさかだ小坂田　誠 平19. 2. 1耳い 診療所
     院 西脇市野村町１７９５番地の３４常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 組織変更 現存
     １ (医       1)長　小坂田　誠 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208118,0091,7 広野整形外科 〒677-0054 0795-22-0225 野　正邦 野　正邦 平19. 4. 1整外 外   リウ診療所
     西脇市野村町７７０－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208218,0092,5 ツクシクリニック 〒677-0044 0795-23-6655医療法人社団　土筆記古結　一郎 平20.12. 1①人工透析内科診療所
     西脇市上野字東谷１１４番地 常　勤:    2念厚生会　理事長　中 移動 現存
     (医       2)野　正則 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208318,0093,3 はやし内科クリニック〒677-0017 0795-22-9500林　武志 林　武志 平21. 6. 1内   循   呼  診療所
     西脇市小坂町横溝１７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208418,0095,8 西脇志賀クリニック 〒677-0015 0795-25-2200志賀　真 志賀　真 平22. 7. 1内   皮   他  診療所
     西脇市西脇９５１アピカ西脇北棟常　勤:    1 新規 麻   現存
     ２０１ (医       1) 平28. 7. 1
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 208518,0096,6 こばやし腎・泌尿器科〒677-0017 0795-22-2277小林　康浩 小林　康浩 平24. 5. 1ひ   他   診療所
     クリニック 西脇市小坂町１７７番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208618,0097,4 あべ眼科クリニック 〒677-0017 0795-22-2200医療法人社団あべ眼科安部　亨二 平24. 6. 1眼   診療所
     西脇市小坂町１７５番 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)安部　亨二 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208718,0098,2 村上クリニック 〒679-0313 0795-28-3438医療法人社団村上クリ村上　典正 平24. 8. 1内   小   リハ診療所
     西脇市黒田庄町岡３５４－１ 常　勤:    1ニック　理事長　村上 組織変更 現存
     (医       1)　典正 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208818,0099,0 社会医療法人社団　正〒677-0054 0795-23-3122社会医療法人社団　正生野　哲雄 平28. 8. 1内   呼内 診療所
     峰会　生野医院 西脇市野村町１２５７－１ 常　勤:    1峰会　理事長　大山　 組織変更 ②循環器内科③現存
     (医       1)正 平28. 8. 1消化器内科　糖
     非常勤:    1 尿病内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208918,0101,4 きはら心療クリニック〒677-0017 0795-25-2300木原　章雄 木原　章雄 平28.10. 1心内 精   診療所
     西脇市小坂町１７７－１－２Ｆ 常　勤:    1 新規 ②老年精神科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209018,0102,2 鈴木内科医院 〒677-0057 0795-24-0456鈴木　琢真 鈴木　琢真 平29.11. 1内   診療所
     西脇市野村町茜が丘１－１ 常　勤:    1 新規 ②消化器内科③現存
     (医       1) 平29.11. 1糖尿病内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209119,0031,1 田中内科医院 〒675-1355 田中　直祐 田中　直祐 昭45. 4. 1内   診療所
     小野市新部町字豊福４０８－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209219,0044,4 私立育が丘クリニック〒675-1325 07946-2-8112西山　敬吾 西山　敬吾 昭62. 4. 1一般        19診療所
     小野市樫山町字水谷拍子谷１４７常　勤:    1 内   胃   外  現存
     ５－６８９ (医       1) 平29. 4. 1整外 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209319,0047,7 依藤診療所 〒675-1372 0794-63-0028医療法人光 会　理事依藤　光宏 平元. 2. 1内   小   リハ診療所
     小野市本町２５４－１ 常　勤:    1長　依藤　光宏 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 209419,0048,5 わかば・産婦人科 〒675-1367 07946-2-6111医療法人社団　わかば河村　肇 平 2. 5. 1一般        12診療所
     小野市敷地町１５００番地５ 常　勤:    2・産婦人科　理事長　 産婦 現存
     (医       2)河村　肇 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209519,0050,1 岡田整形外科 〒675-1378 07946-2-2011医療法人社団岡田整形岡田　勝 平 2. 8. 1一般    診療所
     小野市王子町８５２－１ 常　勤:    1外科　理事長　岡田　 整外 リハ リウ現存
     (医       1)勝 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209619,0051,9 田中皮フ科医院 〒675-1332 07946-3-7222医療法人社団田中皮フ田中　靖 平 2. 8. 1皮   診療所
     小野市中町２９１番地－１ 常　勤:    1科医院　理事長　田中 現存
     (医       1)　靖 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209719,0052,7 平出医院 〒675-1331 0794-62-2801医療法人社団平出医院平出　静生 平 2. 9. 1一般         2診療所
     小野市神明町２１３ 常　勤:    1　理事長　平出　静生 耳い 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209819,0053,5 岡田内科医院 〒675-1327 07946-2-7366岡田　武弘 岡田　武弘 平 3. 6. 1内   循   診療所
     小野市市場町字寺ノ下１２０５－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209919,0062,6 小林眼科 〒675-1367 0794-63-4130小林　定男 小林　定男 平 7. 2. 1眼   診療所
     小野市敷地町１４０３－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210019,0063,4 まつい子どもクリニッ〒675-1367 0794-63-7366医療法人社団　まつい松井　忠孝 平 7.12. 1小   アレ 診療所
     ク 小野市敷地町１５００－１３ 常　勤:    1子どもクリニック　理 現存
     (医       1)事長　松井　忠孝 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210119,0064,2 土井病院 〒675-1352 0794-66-2119医療法人社団　栄宏会加納　純一 平 8. 3. 1療養       141病院
     小野市復井町字中ノ池１７２３－常　勤:    4　理事長　土井　直 内   リハ 現存
     ２ (医       4) 平29. 3. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210219,0068,3 松原眼科医院 〒675-1332 0794-63-6301医療法人社団松原眼科松原　稔 平 9. 7. 1眼   診療所
     小野市中町２７５－１ 常　勤:    1医院　理事長　松原　 組織変更 休止
     (医       1)稔 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 210319,0071,7 北野整形外科・外科 〒675-1371 0794-63-1080医療法人社団　北野外北野　達郎 平11. 1. 1外   整外 内  診療所
     小野市黒川町１４－３ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 皮   リウ リハ現存
     (医       1)　北野　達郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210419,0072,5 松尾内科 〒675-1371 0794-64-0880松尾　秀樹 松尾　秀樹 平11. 4. 1内   胃   呼  診療所
     小野市黒川町５７４ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210519,0073,3 小島クリニック 〒675-1378 0794-64-2727小島　通真 小島　通真 平11. 6. 1内   放   診療所
     小野市王子町９３７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210619,0074,1 柏木医院 〒675-1306 0794-67-0199医療法人社団　柏木医柏木　有二 平11. 5. 1内   小   診療所
     小野市船木町字前田２ 常　勤:    1院　理事長　柏木　有 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)ニ 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210719,0076,6 つぼた小児科医院 〒675-1375 0794-62-2752医療法人社団医真会　坪田　徹 平13. 6. 1小   アレ 内  診療所
     小野市西本町４６６－７ 常　勤:    1理事長　坪田　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210819,0078,2 ひまわりクリニック 〒675-1331 0794-62-7209医療法人　平明会　理西浦　嘉晃 平14. 4. 7内   診療所
     小野市神明町２１６－１ 常　勤:    1事長　平林　俊明 移動 ②人工透析内科現存
     (医       1) 平26. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210919,0080,8 井岡医院 〒675-1307 0794-67-2367井岡　二朗 井岡　二朗 平14. 8. 1外   内   こう診療所
     小野市菅田町９００番地 常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211019,0083,2 小野レディースクリニ〒675-1375 0794-62-1103医療法人社団誠心会　小野　吉行 平16. 1. 1一般 診療所
     ック 小野市西本町５３８番地の３ 常　勤:    3理事長　小野　吉行 組織変更     一般    15現存
     (医       3) 平28. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211119,0084,0 篠原医院 〒675-1358 0794-65-2810医療法人社団兵庫青山篠原　慶希 平16. 5. 1内   リハ 診療所
     小野市粟生町１７７８－２ 常　勤:    1会　理事長　篠原　慶 組織変更 現存
     (医       1)希 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211219,0085,7 岡村医院 〒675-1367 0794-62-4300医療法人社団　岡村医岡村　龍一郎 平17. 2. 1内   外   皮  診療所
     小野市敷地町１６０２番地の１ 常　勤:    1院　理事長　岡村　龍 移動 胃   呼   こう現存
     (医       1)一郎 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 211319,0086,5 清水内科クリニック 〒675-1367 0794-62-1005医療法人社団清水内科清水　伸一 平17. 7. 1内   呼内 神内診療所
     小野市敷地町１５００番地の６６常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 消内　循内 現存
     (医       1)清水　伸一 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211419,0087,3 いまむら皮膚科クリニ〒675-1367 0794-64-0080今村　忍 今村　忍 平18.10. 1皮   診療所
     ック 小野市敷地町１３８２－１５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211519,0088,1 山口内科医院 〒675-1372 0794-64-0202山口　彰則 山口　彰則 平18.11. 1内   消   診療所
     小野市本町６４８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211619,0089,9 オリーブ皮フ科 〒675-1371 0794-64-2700医療法人社団栄宏会　柳下　晃一 平18.11. 1皮   診療所
     小野市黒川町１７１９番地 常　勤:    1理事長　土井　直 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211719,0092,3 福岡クリニック 〒675-1331 0794-63-1600医療法人社団　福岡ク福岡　浩一 平19. 6. 1外   内   診療所
     小野市神明町１８３の８ 常　勤:    1リニック　理事長　福 組織変更 現存
     (医       1)岡　浩一 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211819,0093,1 復井診療所 〒675-1352 0794-66-7318医療法人社団青山会　新開　雅彦 平19. 7.23一般 診療所
     小野市復井町９１６－１２ 常　勤:    2理事長　大槻　眞 移動     一般    19現存
     (医       2) 平25. 7.23内   外   消  
     非常勤:    1 他   循   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211919,0094,9 三浦クリニック 〒675-1316 0794-70-9288三浦　基志 三浦　基志 平20. 9. 1耳い 診療所
     小野市天神町８１４番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212019,0095,6 かごたに眼科 〒675-1371 0794-64-0077籠谷　保明 籠谷　保明 平22. 2. 1眼   診療所
     小野市黒川町１８０７番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212119,0096,4 まえだクリニック 〒675-1334 0794-64-0771医療法人社団まえだク前田　一郎 平22. 1. 1外   内   消  診療所
     小野市大島町７１０番地の１ 常　勤:    1リニック　理事長　前 組織変更 現存
     (医       1)田　一郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212219,0097,2 いのうえ耳鼻咽喉科ク〒675-1371 0794-62-3387井上　博之 井上　博之 平23. 5. 1耳い 診療所
     リニック 小野市黒川町１７６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 212319,0098,0 平井小児科、アレルギ〒675-1371 0794-63-2228平井　孝長 平井　孝長 平25. 5. 1小   アレ 診療所
     ー科医院 小野市黒川町１０３番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212419,0101,2 北播磨総合医療センタ〒675-1392 0794-88-8800北播磨総合医療センタ横野　浩一 平25.10. 1一般       450病院
     (19,0051,5) ー 小野市市場町９２６番地の２５０常　勤:  133ー企業団　企業長 その他 内   呼内 脳内現存
     (医     131) 平25.10. 1リウ 小   皮  
     (歯       2) 精   外   呼外
     非常勤:   93 心外 整外 脳外
     (医      93) リハ 眼   ひ  
     産婦 形外 麻  
     病理 歯外 
     老内糖内循内消
     内血腫内腎内ペ
     内緩内放診放治
     消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212519,0102,0 栄宏会小野病院 〒675-1316 0794-62-9900医療法人社団　栄宏会戸田　誠 平26. 4. 1一般       103病院
     (19,0052,3) 小野市天神町９７３番 常　勤:   10　理事長　土井　直 その他 内   呼内 外  現存
     (医      10) 平26. 4. 1脳外 整外 リハ
     非常勤:   30 小   歯   神内
     (医      26) ひ   
     (歯       4) 糖尿病内科　消
     化器内科　消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212619,0103,8 こうすけ眼科クリニッ〒675-1334 0794-88-8844山田　耕輔 山田　耕輔 平27. 2. 1眼   診療所
     ク 小野市大島町１６３５番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212719,0104,6 医療法人社団薫楓会緑〒675-1322 0794-63-5577医療法人社団薫楓会　天野　浩嗣 平27. 7.10療養 病院
     駿病院 小野市匠台７２番１ 常　勤:    5理事長　天野　浩嗣 移動     療養   120現存
     (医       5) 平27. 7.10一般
     非常勤:   15     一般    60
     (医      15) 内   呼内 放  
     リハ 神内 
     ②消化器内科　
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 212819,0105,3 兵庫あおの病院 〒675-1327 0794-62-5533独立行政法人国立病院浅香　隆久 平27. 8.30一般       250病院
     (19,0053,1) 小野市市場町９２６番地の４５３常　勤:    8機構　理事長　楠岡　 移動 内   神内 呼内現存
     (医       8)英雄 平27. 8.30小   外   整外
     非常勤:   60 小外 皮   耳い
     (医      58) リハ 放   形外
     (歯       2) 歯   
     ④循環器内科⑬
     緩和ケア科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212920,0088,9 明石こころのホスピタ〒673-0044 078-923-0877医療法人財団光明会　西村　宏一 昭35.11. 1精神       276病院
     ル 明石市藤江１３１５ 常　勤:   22理事長　西村　宏一 精   神内 心内現存
     (医      22) 平29.11. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213020,0131,7 医療法人公仁会　明石〒674-0074 078-942-1921医療法人公仁会　理事伊賀　文計 昭39. 2. 1一般        49病院
     仁十病院 明石市魚住町清水字帝釈山１８７常　勤:    7長　伊賀　文計 療養       100現存
     １－３ (医       7) 平30. 2. 1内   呼内 外  
     非常勤:   12 整外 耳い 放  
     (医      12) リハ ひ   神内
     ②胃腸内科　循
     環器内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213120,0148,1 井上外科胃腸科医院 〒673-0041 井上　和久 井上　和久 昭41. 5. 1一般         9診療所
     明石市西明石南町２－２１－１ 常　勤:    1 消   外   整外現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213220,0159,8 荒木産婦人科医院 〒673-0011 荒木　藏六 荒木　藏六 昭42. 4. 1 診療所
     明石市西明石町４ー９－１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213320,0172,1 上田医院 〒674-0056 上田　京二 上田　京二 昭43. 7. 1内   診療所
     明石市大久保町山手台２－４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213420,0194,5 木村産婦人科 〒673-0862 木村　伊都子 木村　伊都子 昭46. 4. 1一般    診療所
     明石市松が丘５－６－３ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213520,0202,6 福水医院 〒673-0025 福水　瞭 福水　瞭 昭47. 7. 1内   小   診療所
     明石市田町１－８－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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 213620,0210,9 高原整形外科医院 〒673-0016 078-927-3911高原　伸雄 高原　伸雄 昭48. 6. 1整外 リハ 診療所
     明石市松の内２－８－１２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213720,0214,1 明石市立ゆりかご園診〒674-0051 078-918-5574明石市長　泉　房穂 大塚　拓治 昭48. 8. 1小   整外 リハ診療所
     療所 明石市大久保町大窪字戌亥谷２７常　勤:    1 現存
     ５２ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213820,0225,7 川崎重工明石健康支援〒673-0014 078-921-1329川崎重工業株式会社　衣斐　義高 昭49. 7. 1内   外   診療所
     センター 明石市川崎町１－１ 常　勤:    2代表取締役社長　金花 現存
     (医       2)　芳則 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213920,0230,7 黒田耳鼻咽喉科医院 〒673-0023 078-922-3391黒田　淳一 黒田　淳一 昭50. 3. 1耳い 診療所
     明石市西新町２ー４ー１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214020,0238,0 医療法人明仁会　明舞〒673-0862 078-917-2020医療法人　明仁会　理山下　修一 昭51. 6. 1一般       149病院
     中央病院 明石市松が丘４丁目１－３２ 常　勤:   10事長　山下　修一 療養        50現存
     (医      10) 平30. 6. 1内   外   整外
     非常勤:   26 脳外 リハ 放  
     (医      26) 呼内 
     ⑦循内⑧消内⑨
     糖内⑩腎内⑪消
     外⑫乳外　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214120,0243,0 特定医療法人誠仁会　〒674-0051 078-935-2563特定医療法人誠仁会　山村　誠 昭52. 5. 1一般       160病院
     大久保病院 明石市大久保町大窪２０９５番地常　勤:   20理事長　吉岡　巌 療養        39現存
     の１ (医      20) 平28. 5. 1内   放   外  
     非常勤:   15 整外 産婦 リハ
     (医      15) 呼内 小   脳外
     精   麻   
     循環器内科　消
     化器内科　腎臓
     内科　糖尿病内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214220,0247,1 谷医院 〒673-0846 谷　順 谷　順 昭52.11. 1小   診療所
     明石市上ノ丸１－１－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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 214320,0255,4 平野医院 〒674-0081 07894-7-0505平野　郁雄 平野　郁雄 昭53. 7. 1内   皮   診療所
     明石市魚住町錦ケ丘３－１０－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214420,0275,2 吉見皮フ科 〒673-0005 吉見　訓雄 吉見　訓雄 昭55. 2. 1形外 皮   診療所
     明石市小久保２－２－１橋本ビル常　勤:    2 現存
     ２階 (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214520,0279,4 岡医院 〒674-0057 岡　光一 岡　光一 昭55. 4. 1内   小   リハ診療所
     明石市大久保町高丘５－２０－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214620,0282,8 医療法人久仁会　明石〒674-0074 078-942-0305医療法人　久仁会　明尾崎　敞彦 昭55. 5. 1療養        99病院
     同仁病院 明石市魚住町清水２１８３番地 常　勤:    6石同仁病院　理事長　 内   心内 呼内現存
     (医       6)西大條　公一 平28. 5. 1外   整外 眼  
     非常勤:    1 リハ 放   精  
     (医       1) 循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214720,0285,1 春藤内科クリニック 〒674-0057 春藤　哲正 春藤　哲正 昭55. 7. 1内   胃   リハ診療所
     明石市大久保町高丘７－７－１ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214820,0293,5 大野泌尿器科診療所 〒673-0897 913-2255 大野　三太郎 大野　三太郎 昭56.10. 1ひ   診療所
     明石市大観町１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214920,0303,2 高尾医院 〒673-0862 917-5005 高尾　尚 高尾　尚 昭57.11. 1内   神   小  診療所
     明石市松が丘５－１５－３９ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215020,0305,7 鈴木産婦人科医院 〒674-0081 947-4882 鈴木　寿雄 鈴木　寿雄 昭58. 5. 1一般    診療所
     明石市魚住町錦が丘３－３－８ 常　勤:    1 小   産婦 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215120,0307,3 佐久川医院 〒673-0876 曽谷　領子 曽谷　領子 昭58. 6. 1 診療所
     明石市東人丸町３１－１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215220,0310,7 やな川診療所 〒674-0072 078-947-2255梁川　光通 梁川　光通 昭58.11. 1一般        11診療所
     明石市魚住町長坂寺７１８ 常　勤:    1 内   小   婦  現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 215320,0311,5 医療法人双葉会　西江〒674-0065 078-947-5311医療法人双葉会　西江藤原　仁志 昭58.12. 1一般        58病院
     (20,0305,3) 井島病院 明石市大久保町西島６５３ 常　勤:    7井島病院　理事長　土 療養        60現存
     (医       7)井　直 平28.12. 1内   神内 外  
     非常勤:   34 整外 リハ 脳外
     (医      29) 歯   皮   小  
     (歯       5) ひ   
     胃腸内科　胃腸
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215420,0314,9 黒石耳鼻咽喉科医院 〒674-0081 078-946-0082黒石　敏弘 黒石　敏弘 昭59. 4. 1耳い 診療所
     明石市魚住町錦が丘４－７－８田常　勤:    1 現存
     口ビル３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215520,0315,6 兵庫県立がんセンター〒673-0021 078-929-1151兵庫県知事　井戸　敏吉村　雅裕 昭59. 5.22一般       400病院
     (20,0162,8) 明石市北王子町１３－７０ 常　勤:  112三 呼   消   循  現存
     (医     108) 平29. 5.22他   呼外 脳外
     (歯       4) 整外 形外 精  
     非常勤:    9 皮   ひ   婦  
     (医       9) 放   麻   歯外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215620,0321,4 せきじま産婦人科 〒673-0866 078-911-2407関島　昌信 関島　昌信 昭60. 1. 1一般         2診療所
     明石市朝霧町１－２４－１ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215720,0324,8 医療法人社団せいゆう〒674-0051 078-935-9000医療法人社団せいゆう原田　益盛 昭60. 2. 1一般        52病院
     会　神明病院 明石市大久保町大窪字山田２５２常　勤:    8会　理事長　原田　益 療養        30現存
     ０ (医       8)盛 平30. 2. 1外   内   整外
     非常勤:   28 ひ   脳外 
     (医      28) 消化器外科、消
     化器内科、循環
     器内科　肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215820,0326,3 下山眼科医院 〒673-0024 922-2370 下山　哲男 下山　哲男 昭60. 4. 1眼   診療所
     明石市南王子町１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215920,0327,1 木本医院 〒673-0845 913-1750 木本　修造 木本　修造 昭60. 5. 1内   皮   診療所
     明石市太寺２－１４－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 216020,0341,2 熊谷皮フ科 〒673-0891 913-0250 熊谷　正彦 熊谷　正彦 昭63. 5. 1皮   診療所
     明石市大明石町１－６－１６ＳＹ常　勤:    1 現存
     Ｂ２１ビル６階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216120,0342,0 丹家医院 〒673-0891 911-5125 丹家　聖仁 丹家　聖仁 昭63. 4. 1耳い 診療所
     明石市大明石町２－２－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216220,0343,8 田寺泌尿器科医院 〒673-0018 921-2580 田寺　成範 田寺　成範 昭63.10. 1ひ   診療所
     明石市西明石北町１－３－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216320,0345,3 永本医院 〒673-0001 078-928-3399医療法人社団明康会　永本　浩 平元. 2. 1耳い 気食 診療所
     明石市明南町１－４－１０ 常　勤:    1永本医院　理事長　永 現存
     (医       1)本　浩 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216420,0347,9 医院 〒674-0057 078-935-2468医療法人社団　 医院 　博信 平元. 5. 1内   小   診療所
     明石市大久保町高丘２－１６－８常　勤:    2　理事長　 　博信 現存
     、９ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216520,0348,7 あさぎり病院 〒673-0852 078-912-7575医療法人社団　吉徳会野原　当 平元. 6. 1一般        99病院
     明石市朝霧台１１２０－２ 常　勤:   15　理事長　藤原　卓夫 産   婦   眼  現存
     (医      15) 平28. 6. 1内   小   外  
     非常勤:   21 整外 麻   放  
     (医      21) 消化器内科　消
     化器外科　肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216620,0349,5 阿部医院 〒673-0866 078-913-6370医療法人社団　阿部医阿部　申次 平元. 8. 1内   胃   診療所
     明石市朝霧町３－１５－１２ 常　勤:    2院　理事長　阿部　申 現存
     (医       2)次 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216720,0355,2 鷲尾医院 〒673-0878 078-911-0876医療法人社団　鷲尾医鷲尾　四郎 平元. 9. 1内   胃   診療所
     明石市山下町９－１ 常　勤:    1院　理事長　鷲尾　四 現存
     (医       1)郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216820,0358,6 医療法人社団弘成会　〒673-0044 078-922-8800医療法人社団　弘成会小河　幹治 平元.10. 1療養        60病院
     明海病院 明石市藤江２０１ 常　勤:    2　理事長　小河　幹冶 内   呼   胃  現存
     (医       2) 平28.10. 1放   リハ 皮  
     非常勤:   12
     (医      12)
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 216920,0360,2 橋本ファミリークリニ〒673-0870 078-913-2896橋本　寛 橋本　寛 平元.11. 1小   診療所
     ック 明石市朝霧南町２丁目９ー５－２常　勤:    1 現存
     ０３ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217020,0362,8 近藤内科胃腸科 〒674-0074 078-943-7500医療法人社団　近藤内吉田　昭雄 平元.11. 1内   胃   診療所
     明石市魚住町清水１５１－４ 常　勤:    2科胃腸科　理事長　吉 現存
     (医       2)田　昭雄 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217120,0364,4 医療法人社団仁恵会じ〒673-0881 078-913-5733医療法人社団　仁恵会福士　剛彦 平 2. 3. 1一般    診療所
     んけいクリニック 明石市天文町１－４－２７ 常　勤:    1　理事長　石井　洋光 内   現存
     (医       1) 平29. 3. 1①泌尿器科（人
     非常勤:    2 工透析）　腎臓
     (医       2) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217220,0366,9 櫨木医院 〒673-0041 078-923-9589医療法人社団　十王会櫨木　喬 平 2. 4. 1内   胃   循  診療所
     明石市西明石南町２－１４－１ 常　勤:    1　櫨木医院　理事長　 放   小   現存
     (医       1)櫨木　喬 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217320,0367,7 中山クリニック 〒674-0071 078-935-6060医療法人社団　佳和会中山　潤一 平 2. 4. 1一般        19診療所
     明石市魚住町金ヶ崎３７０ 常　勤:    3　理事長　中山　潤一 整外 リウ 外  現存
     (医       3) 平29. 4. 1リハ 麻   
     ⑤消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217420,0373,5 正井医院 〒674-0082 078-946-0028医療法人社団正井医院正井　博之 平 2. 8. 1内   小   循  診療所
     明石市魚住町中尾１５０ 常　勤:    2　理事長　正井　博之 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217520,0376,8 私立二見レディースク〒674-0092 078-942-1783医療法人社団私立二見冠野　博 平 2. 9. 1一般        13診療所
     リニック 明石市二見町東二見２０７ 常　勤:    1レディースクリニック 産婦 現存
     (医       1)　理事長　冠野　博 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217620,0377,6 明石回生病院 〒674-0092 078-942-3555医療法人若葉会　理事茂田　 守 平 2.10. 1一般       155病院
     明石市二見町東二見５４９－１ 常　勤:    7長　西垣　秀尊 内   外   整外現存
     (医       7) 平29.10. 1循   呼   消  
     非常勤:   31 麻   放   他  
     (医      31) リハ ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217720,0385,9 冨沢小児科医院 〒673-0898 078-914-8225冨沢　宗彦 冨沢　宗彦 平 3. 6. 1小   診療所
     明石市樽屋町１１－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 217820,0389,1 千頭医院 〒673-0037 078-922-2403医療法人社団千頭医院千頭　俊機 平 3. 9. 1内   診療所
     明石市貴崎４丁目５番１０号 常　勤:    1　理事長　千頭　俊機 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217920,0397,4 大賀医院 〒673-0881 078-911-6167医療法人社団　大賀医大賀　成敏 平 4. 5. 1内   診療所
     明石市天文町２－１－３２ 常　勤:    1院　理事長　大賀　成 現存
     (医       1)敏 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218020,0404,8 室谷整形外科クリニッ〒673-0044 078-928-0233医療法人康生会　理事井元　勝久 平 4. 7. 1整外 形外 診療所
     ク 明石市藤江１１０９ 常　勤:    1長　井元　勝久 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218120,0407,1 中谷整形外科内科クリ〒674-0058 078-934-6100中谷　茂 中谷　茂 平 4.10. 1内   リハ 麻  診療所
     ニック 明石市大久保町駅前１丁目１７番常　勤:    1 心内 リウ アレ現存
     地の１０パレ・ロワイヤル参番館(医       1) 平28.10. 1
     ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218220,0411,3 梅原医院 〒674-0092 078-942-3824医療法人社団　梅原医梅原　洋二 平 4.12. 1胃   内   診療所
     明石市二見町東二見８７０－１ 常　勤:    1院　理事長　梅原　洋 現存
     (医       1)二 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218320,0413,9 安井眼科 〒673-0044 925-7351 安井　桂子 安井　桂子 平 5. 5. 1眼   診療所
     明石市藤江字中尾８８９－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218420,0414,7 日下医院 〒673-0011 078-928-3472医療法人社団　日下医日下　孝明 平 5. 5. 1内   胃   小  診療所
     明石市西明石町５－９－１ 常　勤:    1院　理事長　日下　剛 放   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218520,0418,8 藤谷内科医院 〒674-0084 942-3503 医療法人社団藤谷内科藤谷　茂 平 5. 7. 1内   診療所
     明石市魚住町西岡１８６３－３ 常　勤:    1医院　理事長　藤谷　 現存
     (医       1)茂 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218620,0421,2 大槻耳鼻咽喉科 〒673-0016 924-2033 大槻　晃直 大槻　晃直 平 5. 9. 1耳い 診療所
     明石市松の内２－４－１０ユタカ常　勤:    1 現存
     第一ビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218720,0422,0 近藤眼科医院 〒674-0058 078-936-7555医療法人社団緑和会　近藤　直士 平 5. 9. 1眼   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目３－７常　勤:    2理事長　近藤　直士 現存
     (医       2) 平29. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   237 頁

 218820,0426,1 神戸医療生活協同組合〒674-0092 078-941-5725神戸医療生活協同組合尾崎　進 平 5.12. 1内   診療所
     ひまわり診療所 明石市二見町東二見字大郷１８３常　勤:    1　理事長　道上　哲也 現存
     －１ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218920,0427,9 藤井クリニック 〒673-0038 927-5522 藤井　徳夫 藤井　徳夫 平 5.12. 1内   リハ 診療所
     明石市別所町１８－１オージービ常　勤:    1 現存
     ル西明石２階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219020,0428,7 中務医院 〒673-0846 178-918-2151中務　善夫 中務　善夫 平 5.12. 1内   小   放  診療所
     明石市上ノ丸２－３－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219120,0435,2 飯村医院 〒673-0885 078-911-3495医療法人社団以誠会飯飯村　一誠 平 6. 6. 1呼   外   診療所
     明石市桜町１４番７号 常　勤:    1村医院　理事長　飯村 現存
     (医       1)　一誠 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219220,0436,0 浜口ひ尿器科 〒673-0891 911-6030 浜口　毅樹 浜口　毅樹 平 6. 9. 1ひ   診療所
     明石市大明石町１－７－３５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219320,0438,6 佐野医院 〒673-0862 078-912-7450医療法人社団　すすむ佐野　隆 平 6.12. 1内   婦   診療所
     明石市松が丘１－１５－３ 常　勤:    1会　理事長　佐野　隆 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219420,0439,4 髙野内科 〒674-0058 078-935-7557医療法人社団健会　理髙野　貴継 平 6.12. 1内   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目３番地常　勤:    2事長　髙野　貴継 循環器内科 現存
     の６ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219520,0442,8 森本クリニック 〒674-0051 078-935-2300医療法人社団森本クリ森本　義康 平 7. 1. 1内   診療所
     明石市大久保町大窪２２１－４９常　勤:    1ニック　理事長　森本 現存
     (医       1)　義康 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219620,0443,6 小山眼科医院 〒674-0095 941-3361 小山　英治 小山　英治 平 7. 3. 1眼   診療所
     明石市二見町西二見駅前１丁目２常　勤:    1 現存
     番地 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219720,0445,1 志田クリニック 〒673-0037 922-5882 志田　健太郎 志田　健太郎 平 7. 2. 1一般        15診療所
     明石市貴崎１－５－２ 常　勤:    1 皮ひ ひ   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
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 219820,0446,9 むらた泌尿器科医院 〒674-0058 934-7222 村田　裕 村田　裕 平 7. 7. 1皮ひ ひ   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目７番地常　勤:    1 現存
     の１２リアルティ大久保駅前１Ｆ(医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219920,0447,7 谷クリニック 〒673-0846 078-913-1818谷　立夫 谷　立夫 平 7. 9. 1皮   婦   診療所
     明石市上ノ丸１－１－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220020,0449,3 末広内科 〒674-0081 946-0480 末廣　厚夫 末廣　厚夫 平 7.10. 1内   診療所
     明石市魚住町錦が丘３－１－１７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220120,0452,7 佐伯内科医院 〒673-0862 078-917-1268医療法人社団佐伯内科佐伯　進 平 7.12. 1内   消   診療所
     明石市松が丘２－２－２０５ 常　勤:    1医院　理事長　佐伯　 現存
     (医       1)進 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220220,0455,0 えいこう小児科医院 〒673-0892 078-911-7838医療法人社団　えいこ李　栄鎬 平 8. 4. 1小   診療所
     明石市本町２－５－１３ 常　勤:    1う小児科医院　理事長 現存
     (医       1)　李　栄鎬 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220320,0457,6 池本産婦人科医院 〒673-0885 911-3524 池本　恒彦 池本　恒彦 平 8. 5. 7一般        11診療所
     明石市桜町１４－２２ 常　勤:    1 産婦 休止
     (医       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220420,0458,4 尾松医院 〒673-0035 923-6737 医療法人社団尾松医院尾松　芳輝 平 8. 7. 1内   小   診療所
     明石市南貴崎町５－８ 常　勤:    2　理事長　尾松　芳輝 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220520,0461,8 明石土山病院 〒674-0074 078-942-1021医療法人社団正仁会　太田　正幸 平 8. 9. 1精神       403病院
     (20,0240,2) 明石市魚住町清水２７４４－３０常　勤:   10理事長　太田　正幸 精   心内 循  現存
     (医      10) 平29. 9. 1歯   
     非常勤:   10
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220620,0462,6 うえの内科 〒673-0882 078-939-3500医療法人社団うえの内上野　洋 平 8. 9. 1内   診療所
     明石市相生町２－２－１８ 常　勤:    1科　理事長　上野　洋 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 220720,0463,4 坂本眼科 〒673-0892 078-918-4100医療法人社団坂本眼科小松　重昭 平 8. 9. 1眼   診療所
     明石市本町１－３－１１ 常　勤:    1　理事長　小松　重昭 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220820,0465,9 野瀬耳鼻咽喉科 〒674-0058 078-934-8733医療法人社団　野瀬耳野瀬　道宏 平 9. 1.16耳い 診療所
     明石市大久保町駅前１丁目５番地常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　野 現存
     の１１ (医       1)瀬　道宏 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220920,0467,5 鍋嶋医院 〒673-0003 078-924-1627医療法人社団鍋嶋医院鍋嶋　康司 平 9. 2. 1内   放   診療所
     明石市鳥羽字二本松１４２１－２常　勤:    1　理事長　鍋嶋　康司 移動 現存
     ８ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221020,0470,9 野木病院 〒674-0072 078-947-7272医療法人社団佳生会　野木　佳男 平 9. 4. 1一般        59病院
     明石市魚住町長坂寺字ツエ池１０常　勤:    7理事長　野木　佳男 療養        40現存
     ０３－１ (医       7) 平30. 4. 1内   消   循  
     非常勤:   14 外   脳外 こう
     (医      14) リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221120,0471,7 松田内科クリニック 〒674-0092 941-7211 松田　義史 松田　義史 平 9. 5. 1内   診療所
     明石市二見町東二見宮ノ北１３５常　勤:    1 現存
     ６－２セントラルビル２号室 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221220,0474,1 博愛産科婦人科 〒674-0094 078-941-8803医療法人社団　博愛産歐　政東 平 9. 6. 1一般        19診療所
     明石市二見町西二見４５０－５ 常　勤:    1科婦人科　理事長　歐 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　政東 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221320,0475,8 藤原整形外科 〒673-0027 078-923-6570医療法人社団藤原整形藤原　俊夫 平 9. 6.15整外 診療所
     明石市新明町７－３３ 常　勤:    1外科　理事長　藤原　 組織変更 現存
     (医       1)俊夫 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221420,0476,6 長内科医院 〒673-0898 078-911-3661長　幹磨 長　幹磨 平 9. 7. 1内   循   診療所
     明石市樽屋町２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221520,0477,4 花川医院 〒673-0892 078-912-2770医療法人社団花川医院花川　公磨 平 9. 7. 1内   循   診療所
     明石市本町１－３－１１ 常　勤:    1　理事長　花川　公磨 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221620,0480,8 北整形外科 〒673-0870 078-913-9687北　潔 北　潔 平 9. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     明石市朝霧南町１丁目１６５番地常　勤:    1 新規 現存
     の５朝霧ＫＭビル３階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 221720,0481,6 川原内科 〒673-0870 078-912-2060川原　康洋 川原　康洋 平 9.10. 1内   循   診療所
     明石市朝霧南町１丁目１６５番地常　勤:    1 新規 現存
     の５朝霧ＫＭビル４Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221820,0482,4 美保・英利内科医院 〒674-0051 078-935-2022橋本　美保 橋本　美保 平 9.10. 1内   リハ 小  診療所
     明石市大久保町大窪５１１－１４常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221920,0486,5 杜医院 〒673-0046 078-922-7775医療法人社団杜医院　杜　秀雄 平10. 1. 1内   循   胃  診療所
     明石市藤が丘２丁目１７０３－７常　勤:    1理事長　杜　秀雄 移動 放   現存
     ９ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222020,0487,3 田中医院 〒674-0094 078-942-1941医療法人社団陽洲会　田中　晃子 平10. 4. 1内   小   診療所
     明石市二見町西二見２０３２ 常　勤:    1理事長　田中　晃子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222120,0488,1 山辺耳鼻咽喉科 〒673-0860 078-919-5400山邊　けい子 山邊　けい子 平10. 5. 1耳い 診療所
     明石市朝霧東町２丁目１番３４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222220,0491,5 四方整形外科 〒673-0898 078-918-6161医療法人社団　四方整四方　義朗 平10. 5. 1整外 リハ 診療所
     明石市樽屋町７－２ 常　勤:    1形外科　理事長　四方 組織変更 現存
     (医       1)　義朗 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222320,0492,3 戸田内科・リハビリテ〒674-0081 078-947-5575医療法人社団　昭峰会戸田　和夫 平10. 5. 1内   神内 診療所
     ーション科 明石市魚住町錦が丘４－５－１ 常　勤:    1　理事長　戸田　和夫 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222420,0495,6 山本整形外科 〒673-0038 078-925-5001山本　英明 山本　英明 平10. 8. 1整外 リウ 診療所
     明石市別所町６－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222520,0496,4 みつだ整形外科 〒673-0041 078-921-5551光田　昌弘 光田　昌弘 平10. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     明石市西明石南町２丁目２－５池常　勤:    1 新規 現存
     内西明石ビル２階・３階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222620,0498,0 楯谷内科医院 〒674-0064 078-946-4776医療法人社団　楯谷内楯谷　一成 平10. 8. 1内   診療所
     明石市大久保町江井島２８０－１常　勤:    1科医院　理事長　楯谷 組織変更 現存
     (医       1)　一成 平28. 8. 1
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 222720,0501,1 おおくま内科胃腸科 〒674-0051 078-936-0051大隈　隆太郎 大隈　隆太郎 平10.12. 1内   胃   診療所
     明石市大久保町大窪１９２４－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222820,0502,9 山本クリニック 〒674-0061 078-934-0180医療法人社団　山本ク山本　眞之 平11. 1. 1整外 小   アレ診療所
     明石市大久保町森田３９ 常　勤:    2リニック　理事長　山 組織変更 リハ 現存
     (医       2)本　眞之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222920,0504,5 吉村こどもクリニック〒674-0068 078-936-1122吉村　竜太 吉村　竜太 平11. 4. 1小   アレ 診療所
     明石市大久保町ゆりのき通１－４常　勤:    1 新規 現存
     －２　３－１０１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223020,0505,2 中村クリニック外科・〒674-0068 078-938-0477中村　守 中村　守 平11. 4. 1外   胃   診療所
     胃腸科 明石市大久保町ゆりのき通１－４常　勤:    1 新規 現存
     －２　３－１０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223120,0506,0 きひら耳鼻咽喉科 〒674-0068 078-935-8733紀平　晋也 紀平　晋也 平11. 4. 1耳い 気食 診療所
     明石市大久保町ゆりのき通１－４常　勤:    1 新規 現存
     －２　３－１０３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223220,0507,8 ゆりのき内科 〒674-0068 078-938-0500橋本　彰則 橋本　彰則 平11. 4. 1内   呼   診療所
     明石市大久保町ゆりのき通１－４常　勤:    1 新規 現存
     －２　４－１０３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223320,0508,6 今井泌尿器科 〒674-0081 078-946-4114今井　敏夫 今井　敏夫 平11. 5. 1ひ   診療所
     明石市魚住町錦が丘４－７－２中常　勤:    1 新規 現存
     西駅前ビル２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223420,0515,1 米沢クリニック 〒673-0866 078-919-6400米澤　嘉啓 米澤　嘉啓 平11.12. 1循   診療所
     明石市朝霧町２丁目１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223520,0517,7 かもめクリニック 〒673-0892 078-911-1645医療法人社団　かもめ今村　洋一郎 平12. 1. 1精   神内 診療所
     明石市本町２丁目５－１３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)今村　洋一郎 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223620,0521,9 山元神経クリニック 〒674-0058 078-936-1002山元　利文 山元　利文 平12. 4. 1精   神   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目７番地常　勤:    1 新規 現存
     の５オーシャンⅡ２０５号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 223720,0524,3 かわきた耳鼻咽喉科 〒674-0094 078-949-1133河北　誠二 河北　誠二 平12. 8. 1耳い 診療所
     明石市二見町西二見１３５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223820,0525,0 たかしな内科小児科ク〒673-0891 078-918-1136髙階　良作 髙階　良作 平12. 8. 1内   小   診療所
     リニック 明石市大明石町１丁目１３－２０常　勤:    1 新規 現存
     美田ビル１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223920,0526,8 あなだ子どもクリニッ〒674-0094 078-945-1660穴田　玉輝 穴田　玉輝 平12. 9. 1小   診療所
     ク 明石市二見町西二見８９－７兵庫常　勤:    1 新規 現存
     二見ビル２階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224020,0527,6 三浦皮ふ科クリニック〒674-0058 078-937-7676三浦　春城 三浦　春城 平12. 9. 1皮   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目７番地常　勤:    1 新規 現存
     の６サンビル１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224120,0529,2 関小児科アレルギー科〒674-0058 078-937-3234関　温 関　温 平12.10. 1小   アレ 診療所
     クリニック 明石市大久保町駅前１丁目７－６常　勤:    1 新規 現存
     サンビル２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224220,0530,0 六甲クリニック 〒674-0092 078-945-1810医療法人社団仁正会　中谷　正臣 平12.10. 1整外 内   リハ診療所
     明石市二見町東二見字狭間４０５常　勤:    2理事長　中谷　徹也 新規 現存
     －８ (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224320,0531,8 石川泌尿器科 〒673-0870 078-919-1112石川　二朗 石川　二朗 平12.11. 1ひ   診療所
     明石市朝霧南町１丁目１６５番地常　勤:    1 新規 現存
     の５朝霧ＫＭビル５階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224420,0533,4 久保みずきレディース〒673-0892 078-913-9811医療法人社団　わざお水木　次郎 平13. 1. 1産婦 診療所
     クリニック 明石市本町２丁目１－１５ 常　勤:    1ぎ会　理事長　水木　 組織変更 現存
     (医       1)次郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224520,0536,7 せとやこどもクリニッ〒674-0081 078-946-5375瀬戸屋　利克 瀬戸屋　利克 平13. 4. 9小   アレ 診療所
     ク 明石市魚住町錦が丘１丁目１０－常　勤:    1 移動 現存
     ３４ (医       1) 平25. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224620,0537,5 かまだクリニック 〒673-0017 078-920-2910鎌田　日出男 鎌田　日出男 平13. 7. 1内   ひ   婦  診療所
     明石市野々上２丁目１０－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 224720,0538,3 恵泉クリニック 〒674-0051 078-936-8300社会福祉法人　明石恵田畑　文平 平13. 8. 1精   内   診療所
     明石市大久保町大窪３１０１－１常　勤:    2泉福祉会　理事長　藤 新規 現存
     (医       2)本　眞美子 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224820,0539,1 西山クリニック 〒673-0870 078-911-6652西山　裕康 西山　裕康 平13.10. 1外   内   整外診療所
     明石市朝霧南町４丁目１４番４１常　勤:    2 交代 皮   放   現存
     号 (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224920,0542,5 にしむらクリニック 〒673-0876 078-911-4959西村　光 西村　光 平14. 4. 1内   循   診療所
     明石市東人丸町１６－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225020,0548,2 江本内科循環器科医院〒673-0844 078-919-0626医療法人社団　江本内江本　隆一 平14. 6. 1内   循   診療所
     明石市東野町２９－１０ 常　勤:    1科循環器科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　江本　隆一 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225120,0549,0 うすい整形外科 〒674-0074 078-943-4725臼井　康雄 臼井　康雄 平14. 7. 1整外 リハ 診療所
     明石市魚住町清水２２４１たなか常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225220,0551,6 下村耳鼻咽喉科 〒673-0870 078-918-3033医療法人社団　下村耳下村　庫三 平14. 7. 1耳い 診療所
     明石市朝霧南町１丁目１９３番地常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　下 組織変更 現存
     の５ (医       1)村　庫三 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225320,0554,0 田路医院 〒673-0885 078-918-1258医療法人社団淡友会　田路　良博 平14. 9. 1内   胃   呼内診療所
     明石市桜町１１番１２号 常　勤:    1理事長　田路　良博 移動 放   現存
     (医       1) 平26. 9. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225420,0557,3 西明石クリニック 〒673-0041 078-922-5510医療法人社団　橘医会伊達　昌孝 平15. 2. 1内   リハ 診療所
     明石市西明石南町２丁目１０－５常　勤:    1　理事長　伊達　昌孝 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 225520,0559,9 明石市立夜間休日応急〒674-0063 078-937-8499明石市長　泉　房穂 今井　惠介 平15. 6. 1内   小   診療所
     診療所 明石市大久保町八木７４３番地の常　勤:    2 新規 現存
     ３３ (医       2) 平27. 6. 1
     非常勤:  106
     (医     106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225620,0560,7 中山神経内科 〒673-0891 078-912-2311医療法人社団中山神経中山　幸平 平15. 6. 1神   心内 精  診療所
     明石市大明石町１丁目６番１６号常　勤:    1内科　理事長　中山　 組織変更 現存
     ＳＹＢ２１ビル８階 (医       1)幸平 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225720,0561,5 橋本医院 〒674-0061 078-936-0008橋本　泰則 橋本　泰則 平15. 9. 1内   循   診療所
     明石市大久保町森田１７９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225820,0563,1 いのうえ医院 〒674-0057 078-938-6622井上　和則 井上　和則 平15.11. 1胃   外   診療所
     明石市大久保町高丘３－１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225920,0565,6 おきがき耳鼻咽喉科 〒674-0064 078-946-5331沖垣　壮一 沖垣　壮一 平15.12. 1耳い アレ 診療所
     明石市大久保町江井島９１５－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226020,0568,0 藤本クリニック 〒673-0012 078-928-9566医療法人社団藤本クリ藤本　修二 平16. 4. 1内   胃   診療所
     明石市和坂１２番地の１０ 常　勤:    1ニック　理事長　藤本 組織変更 現存
     (医       1)　修二 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226120,0570,6 貴島耳鼻咽喉科医院 〒673-0886 078-913-5255貴島　哲香 貴島　哲香 平16. 7. 1耳い 診療所
     明石市東仲ノ町１０－１９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226220,0571,4 一城小児科 〒674-0092 078-945-3330辻　一城 辻　一城 平16.11. 1小   診療所
     明石市二見町東二見４５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226320,0575,5 太田クリニック 〒674-0094 078-949-0388医療法人社団　太田ク太田　昌資 平17. 2. 1消   外   診療所
     明石市二見町西二見８９番地７ 常　勤:    1リニック　理事長　太 組織変更 現存
     (医       1)田　昌資 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226420,0576,3 竹田内科クリニック 〒673-0041 078-921-5151医療法人社団　竹田内竹田　武彦 平17. 4. 1内   アレ 診療所
     明石市西明石南町２丁目２番５号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     池内西明石ビル４Ｆ (医       1)　竹田　武彦 平29. 4. 1
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 226520,0579,7 志岐クリニック 〒673-0041 078-925-2227医療法人社団大国会　米田　良二 平17. 5. 1内   消   診療所
     明石市西明石南町３丁目１－３ 常　勤:    1理事長　志岐　裕源 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226620,0581,3 石田内科循環器科 〒673-0005 078-926-1717石田　義裕 石田　義裕 平17. 6. 1内   循   診療所
     明石市小久保２丁目４－１石田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226720,0582,1 小山クリニック 〒674-0074 078-944-0356医療法人社団惠賀会小小山　賀巳 平17. 6. 1外   胃   診療所
     明石市魚住町清水２０２番地１レ常　勤:    1山クリニック　理事長 組織変更 現存
     ジデンシア・モンティークロ１Ｆ(医       1)　小山　賀巳 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226820,0584,7 山本心療内科クリニッ〒673-0885 078-913-7123山本　達也 山本　達也 平17. 8. 1精   心内 診療所
     ク 明石市桜町１４－１７中嶌ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226920,0585,4 なかた・みずのやレデ〒673-0891 078-912-3312中田　恵 中田　恵 平17. 8. 1産婦 診療所
     ィースクリニック 明石市大明石町１－３－８第２ユ常　勤:    1 交代 現存
     タカビル２Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227020,0592,0 まついｅークリニック〒673-0891 078-915-0031医療法人社団まついク松井　豊 平18. 2. 1内   他   神内診療所
     　まつい栄養＆認知症明石市大明石町１丁目３番３号エ常　勤:    2リニック　理事長　松 新規 脳外 現存
     クリニック スポワ明石３階・４階 (医       2)井　豊 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227120,0594,6 瞳潤会田村眼科 〒673-0891 078-913-1010医療法人社団瞳潤会田田村　広徳 平18. 2. 1眼   診療所
     明石市大明石町１丁目７番３３号常　勤:    1村眼科　理事長　田村 組織変更 現存
     大手ビル１階 (医       1)　広徳 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 227220,0595,3 医療法人社団　仁恵会〒673-0881 078-918-1655医療法人社団　仁恵会石井　洋光 平18. 6. 1一般 病院
     　石井病院 明石市天文町１丁目５番１１号 常　勤:    6　理事長　石井　洋光 移動     一般    46現存
     (医       6) 平30. 6. 1療養
     非常勤:   22     療養    57
     (医      22) 内   呼内 神内
     精   皮   アレ
     放   外   形外
     整外 リウ リハ
     眼   麻   脳外
     婦   ひ   
     ②循内　消内外
     　腎内　人内　
     糖内　肛外　乳
     外　血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227320,0596,1 塩澤医院 〒674-0094 078-943-5252医療法人社団　塩澤医塩澤　拓男 平18. 6. 1内   外   整外診療所
     明石市二見町西二見７６７－１ 常　勤:    2院　理事長　塩澤　拓 組織変更 皮   ひ   現存
     (医       2)男 平30. 6. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227420,0600,1 医療法人社団せいゆう〒674-0068 078-938-1717医療法人社団せいゆう西原　利男 平18. 9. 1内   診療所
     会　神明クリニック 明石市大久保町ゆりのき通２丁目常　勤:    1会　理事長　原田　益 新規 現存
     ２－４ (医       1)盛 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227520,0603,5 あさひ病院 〒673-0033 078-924-1111医療法人社団五誓会　兵頭　建樹 平18.10. 1一般       100病院
     明石市林崎町２丁目１番３１号 常　勤:    5理事長　兵頭　建樹 組織変更 内   外   整外現存
     (医       5) 平24.10. 1形外 美外 放  
     非常勤:   11 リハ 
     (医      11) 循内　消内　人
     透内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227620,0604,3 大国クリニック 〒674-0084 078-948-3900医療法人社団大国会　志岐　裕源 平18.12. 1一般 診療所
     明石市魚住町西岡字半之蔵下１２常　勤:    2理事長　志岐　裕源 新規     一般    19現存
     ７番地１ (医       2) 平24.12. 1外   胃   内  
     非常勤:    3 リハ 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227720,0605,0 まつおか心療クリニッ〒673-0041 078-926-0770松岡　俊行 松岡　俊行 平19. 1. 1心内 精   診療所
     ク 明石市西明石南町２丁目８番４号常　勤:    1 新規 現存
     大同相互場ビル２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 227820,0606,8 そうのクリニック 〒673-0023 078-926-1585宗野　和彦 宗野　和彦 平19. 1. 1内   消   診療所
     明石市西新町３丁目１２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227920,0607,6 おくずみ医院 〒674-0065 078-947-4003医療法人社団おくずみ奧隅　淳一 平19. 2. 1胃   外   診療所
     明石市大久保町西島向井３５９番常　勤:    1医院　理事長　奧隅　 組織変更 現存
     地８ (医       1)淳一 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228020,0608,4 阪田整形外科・リハビ〒673-0023 078-926-1118医療法人社団阪田整形阪田　賢吾 平19. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     リクリニック 明石市西新町１丁目２１番１３ 常　勤:    1外科・リハビリクリニ 組織変更 現存
     (医       1)ック　理事長　阪田　 平25. 3. 1
     賢吾
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228120,0609,2 池永クリニック 〒673-0891 078-917-6880医療法人社団　池永ク池永　雅彦 平19. 5. 1心内 精   診療所
     明石市大明石町１丁目７番４号白常　勤:    1リニック　理事長　池 組織変更 現存
     菊グランドビル５Ｆ (医       1)永　雅彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228220,0610,0 よこやま小児科 〒674-0065 078-947-0562横山　純好 横山　純好 平19. 6. 1小   診療所
     明石市大久保町西島２９８番地の常　勤:    1 移動 現存
     ７ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228320,0611,8 にしむら内科クリニッ〒673-0041 078-925-6880医療法人社団　にしむ西村　和彦 平19. 6. 1内   消   診療所
     ク 明石市西明石南町２丁目８番４号常　勤:    1ら内科クリニック　理 組織変更 現存
     大同相互場ビル１階 (医       1)事長　西村　和彦 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228420,0612,6 王子クリニック 〒673-0021 078-924-1221医療法人社団　王子ク江藤　弘 平19. 6. 1一般 診療所
     明石市北王子町１３番６０号 常　勤:    3リニック　理事長　江 組織変更     一般    19現存
     (医       3)藤　弘 平25. 6. 1ひ   
     非常勤:    1 乳腺外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228520,0613,4 三幸診療所 〒674-0064 078-937-8460医療法人社団　三幸診池田　善紀 平19. 6. 1内   診療所
     明石市大久保町江井島１６４８番常　勤:    1療所　理事長　池田　 組織変更 現存
     の５ (医       1)善紀 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228620,0614,2 アイビスマキクリニッ〒673-0005 078-921-0101医療法人アイビスマキ牧　寛昌 平19. 7. 1一般 診療所
     ク 明石市小久保２丁目１４－１０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更     一般    10現存
     (医       1)牧　寛昌 平25. 7. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228720,0616,7 大西脳神経外科病院 〒674-0064 078-938-1238医療法人社団　 明会大西　 之 平19. 9. 1一般 病院
     明石市大久保町江井島１６６１番常　勤:   13　理事長　大西　 之 組織変更     一般   153現存
     地１ (医      13) 平25. 9. 1脳外 神内 放  
     非常勤:   12 麻   リハ 
     (医      12)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   248 頁

 228820,0617,5 ふかもり眼科 〒673-0870 078-918-3008深森　史子 深森　史子 平19.11. 1眼   診療所
     明石市朝霧南町２丁目１８１番地常　勤:    1 新規 現存
     の８ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228920,0618,3 さかい内科・胃腸科 〒673-0870 078-917-5755阪井　俊介 阪井　俊介 平19.11. 1内   胃   診療所
     明石市朝霧南町２－１８１－８あ常　勤:    1 新規 現存
     おばビル２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229020,0622,5 明石愛老園診療所 〒674-0074 078-949-0922社会福祉法人　明石愛華　常祥 平20. 4.11内   精   ひ  診療所
     明石市魚住町清水３２０８番地 常　勤:    1老園　理事長　藤原　 移動 現存
     (医       1)衛 平26. 4.11
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229120,0623,3 そが内科クリニック 〒673-0027 078-925-0811曽我　忠司 曽我　忠司 平20. 5. 1内   消   診療所
     明石市新明町７－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229220,0624,1 鈴木内科クリニック 〒674-0074 078-942-8811鈴木　光太郎 鈴木　光太郎 平20. 5.18内   小   診療所
     明石市魚住町清水２２６５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229320,0625,8 かねだ心療クリニック〒673-0870 078-918-7712金田　弘幸 金田　弘幸 平20. 7. 1精   心内 診療所
     明石市朝霧南町２丁目９番３０－常　勤:    1 新規 現存
     ２０２号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229420,0627,4 たご整形外科・外科 〒673-0015 078-928-6261多胡　博之 多胡　博之 平21. 1. 1整外 リハ 外  診療所
     明石市花園町１－１９ 常　勤:    1 交代 胃   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229520,0628,2 藤田クリニック 〒674-0092 078-944-6555藤田　直之 藤田　直之 平21. 7. 1消   内   診療所
     明石市二見町東二見７４３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229620,0629,0 山本内科 〒673-0023 078-922-8121医療法人社団山本内科山本　慎一 平21. 7. 1呼内 診療所
     明石市西新町２丁目３ー４ 常　勤:    2　理事長　山本　慎一 移動 循環器内科　消現存
     (医       2) 平27. 7. 1化器内科　肝臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229720,0630,8 あさぎりこどもクリニ〒673-0852 078-912-4158医療法人社団吉徳会　小南　隆 平21. 8. 1小   診療所
     ック 明石市朝霧台３７８３番地１３４常　勤:    1理事長　藤原　卓夫 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
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 229820,0631,6 やすずみ眼科 〒674-0064 078-947-6606安澄　衛一郎 安澄　衛一郎 平22. 2. 1眼   診療所
     明石市大久保町江井島９１５－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229920,0637,3 赤木眼科 〒674-0068 078-962-4500赤木　泰 赤木　泰 平22.10. 1眼   診療所
     明石市大久保町ゆりのき通１－３常　勤:    1 新規 現存
     －２明石ビブレ４Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230020,0638,1 明石愛老園錦が丘診療〒674-0081 078-946-2252社会福祉法人明石愛老華　常祥 平22.10. 1内   精   診療所
     所 明石市魚住町錦が丘２丁目６番地常　勤:    1園　理事長　藤原　衛 新規 現存
     の８ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230120,0639,9 おにしクリニック 〒674-0058 078-936-2050尾西　康代 尾西　康代 平22.11. 1消   外   診療所
     明石市大久保町駅前１丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     地の１７ＦＡＭＥ２Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230220,0640,7 平崎内科循環器科クリ〒674-0081 078-959-8326医療法人社団誠智会　平﨑　智士 平23. 3. 1内   診療所
     ニック 明石市魚住町錦が丘４丁目７番地常　勤:    1理事長　平﨑　智士 交代 循環器内科 現存
     の２中西駅前ビル３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230320,0641,5 王子回生病院 〒673-0029 078-928-9870医療法人若葉会　理事関　崇 平23. 3. 1一般 病院
     明石市大道町２丁目２番３号 常　勤:    3長　西垣　秀尊 移動     一般    69現存
     (医       3) 平29. 3. 1内   消   外  
     非常勤:   17 整外 リハ 放  
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230420,0643,1 社会医療法人愛仁会　〒674-0063 078-936-1101社会医療法人愛仁会　戸部　智 平23. 4. 1一般 病院
     明石医療センター 明石市大久保町八木７４３－３３常　勤:  114理事長　内藤　嘉之 その他     一般   382現存
     (医     114) 平29. 4. 1内   呼内 小  
     非常勤:   49 外   呼外 整外
     (医      49) 脳外 心外 産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     糖・内分泌内　
     腎臓内　消内　
     消外　循内　病
     理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 230520,0644,9 こじま肛門外科 〒673-0892 078-911-8501医療法人社団こじま肛小島　修司 平23. 5. 1一般         3診療所
     明石市本町一丁目６番１０号ヴェ常　勤:    1門外科　理事長　小島 組織変更 精   心内 現存
     ッセルコジマビル３Ｆ (医       1)　修司 平29. 5. 1こう外
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230620,0645,6 井崎眼科診療所 〒673-0016 078-928-9455岡﨑　篤子 岡﨑　篤子 平23. 5. 1眼   診療所
     明石市松の内２丁目４の１５ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230720,0646,4 明石市立市民病院 〒673-0848 078-912-2323地方独立行政法人明石阪倉　長平 平23.10. 1一般       357病院
     明石市鷹匠町１番３３号 常　勤:   59市立市民病院　理事長 その他 内   神内 心内現存
     (医      59)　 本　莊太郎 平29.10. 1精   小   外  
     非常勤:   27 整外 脳外 皮  
     (医      27) ひ   産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     リハ 
     血内　腎内　糖
     内　循内　消内
     　病診　救診　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230820,0650,6 吉田医院 〒673-0862 078-917-3336吉田　誠 吉田　誠 平24. 4. 1内   呼   小  診療所
     明石市松ケ丘５丁目６の１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230920,0651,4 奥野消化器内科クリニ〒673-0886 078-919-6900医療法人社団奥野消化奥野　忠雄 平24. 5. 1消   診療所
     ック 明石市東仲ノ町１１番３０号Ｋ．常　勤:    1器内科クリニック　理 組織変更 現存
     Ｔ．Ｓビル２Ｆ (医       1)事長　奥野　忠雄 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231020,0652,2 トパーズクリニック西〒673-0023 078-926-1700池上　昇司 池上　昇司 平24. 7. 1神内 心内 診療所
     新町 明石市西新町３丁目１２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231120,0653,0 兵庫県立こども発達支〒674-0074 078-949-0902兵庫県知事　井戸　敏野中　路子 平24. 7. 1小   他   診療所
     援センター附属診療所明石市魚住町清水２７４４ 常　勤:    1三 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231220,0654,8 あきこレディースクリ〒673-0846 078-965-6563小野　晶子 小野　晶子 平24.11. 1一般         2診療所
     ニック 明石市上ノ丸３丁目１１－８ 常　勤:    1 新規 婦   産   現存
     (医       1) 平24.11. 1
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 231320,0655,5 新見眼科 〒674-0092 078-949-5310医療法人社団医新会　阿部　英樹 平24.11. 1眼   診療所
     明石市二見町東二見９０１番１ 常　勤:    3理事長　新見　浩司 移動 現存
     (医       3) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231420,0656,3 医療法人伯鳳会　明石〒674-0094 078-941-6161医療法人伯鳳会　理事中村　秀美 平24.11.23療養 病院
     リハビリテーション病明石市二見町西二見６８５番地の常　勤:    4長　古城　資久 移動     療養   103現存
     院 ３ (医       4) 平24.11.23内   外   循  
     非常勤:   15 呼   胃   整外
     (医      15) こう 放   脳外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231520,0657,1 片平クリニック 〒673-0891 078-919-2353医療法人社団片平クリ片平　敏雄 平24.12.25循   内   診療所
     明石市大明石町２丁目３番４３号常　勤:    1ニック　理事長　片平 移動 現存
     ソーシン大明石１０１号室 (医       1)　敏雄 平24.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231620,0658,9 ふじわら内科 〒674-0092 078-939-3351藤原　洋 藤原　洋 平25. 3. 1循   呼   診療所
     明石市二見町東二見２７２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231720,0661,3 渡辺眼科 〒673-0862 078-912-3838相馬　葉子 相馬　葉子 平25. 3. 1眼   診療所
     明石市松が丘２丁目３番３号コム常　勤:    1 移動 現存
     ボックス明舞３Ｆ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231820,0663,9 平林耳鼻咽喉科クリニ〒674-0051 078-934-4133医療法人社団平林医院平林　まり 平25. 5. 1耳い 診療所
     ック 明石市大久保町大窪４４５番地の常　勤:    1　理事長　平林　純子 新規 現存
     １　２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231920,0664,7 金城耳鼻咽喉科クリニ〒674-0095 078-943-3387金城　東和 金城　東和 平25. 5. 1耳い アレ 診療所
     ック 明石市二見町西二見駅前４丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232020,0665,4 すぎもと整形外科クリ〒674-0067 078-936-3220杉本　格 杉本　格 平25. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 明石市大久保町大久保町１３１２常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232120,0666,2 きよしクリニック 〒674-0051 078-936-0317医療法人社団　きよし堀田　和亜 平25. 5. 1内   消   麻  診療所
     明石市大久保町大窪２４９番地の常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 整外 現存
     １ (医       1)西大條　清 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 232220,0667,0 平林眼科皮フ科クリニ〒674-0051 078-935-5123医療法人社団平林医院平林　宏章 平25. 5. 1眼   皮   診療所
     ック 明石市大久保町大窪４４５番地の常　勤:    3　理事長　平林　純子 移動 現存
     １ (医       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232320,0669,6 大迎整形外科 〒674-0092 078-943-9901大迎　知宏 大迎　知宏 平25. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     明石市二見町東二見８９５番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232420,0670,4 兵庫県立清水が丘学園〒674-0074 078-943-0501兵庫県知事　井戸　敏玉岡　文子 平25. 8. 1他   診療所
     診療所 明石市魚住町清水２７４４ 常　勤:    1三 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232520,0671,2 関内科医院 〒673-0018 078-928-5993医療法人社団　精秀会関　秀夫 平25. 8. 1内   小   診療所
     明石市西明石北町３丁目１３番１常　勤:    1　理事長　関　秀夫 移動 現存
     ４号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232620,0672,0 きのした眼科 〒673-0023 078-921-2960木下　藤成 木下　藤成 平25.12. 1眼   診療所
     明石市西新町２－３－４ベルクビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232720,0678,7 藤井眼科クリニック 〒673-0016 078-923-0050医療法人社団藤井眼科藤井　繁樹 平26. 2. 1眼   診療所
     明石市松の内２丁目８番地の２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     (医       1)藤井　繁樹 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232820,0679,5 メープル耳鼻咽喉科 〒673-0005 078-921-8880尾関　英徳 尾関　英徳 平26. 3. 4耳い 診療所
     明石市小久保５丁目８－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232920,0680,3 みやした眼科 〒673-0041 078-923-1686医療法人社団　みやし宮下　正人 平26. 2. 1眼   診療所
     明石市西明石南町２丁目１３番地常　勤:    1た眼科　理事長　宮下 移動 現存
     ７号 (医       1)　正人 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233020,0681,1 朝原クリニック 〒673-0891 078-917-3838医療法人社団朝原クリ朝原　正京 平26. 2. 1内   診療所
     明石市大明石町１丁目６番２２号常　勤:    2ニック　理事長　朝原 組織変更 消化器内科 現存
     (医       2)　正京 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 233120,0682,9 仁十クリニック 〒674-0074 078-943-3450医療法人　公仁会　理三井　俊博 平26. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     明石市魚住町清水１６２８－１ 常　勤:    1事長　伊賀　文計 移動 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233220,0683,7 ひかりクリニック 〒673-0878 078-919-0366医療法人社団東明会ひ具　光成 平26. 5. 1内   外   心外診療所
     明石市山下町８－１０ 常　勤:    1かりクリニック　理事 移動 整外 形外 皮  現存
     (医       1)長　具　光成 平26. 5. 1小   
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233320,0684,5 なかにしこどもクリニ〒673-0002 078-924-0380医療法人　なかにしこ中西　恭一 平26. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 明石市旭が丘１４番１０号 常　勤:    1どもクリニック　理事 移動 現存
     (医       1)長　中西　恭一 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233420,0685,2 すずろメンタルクリニ〒674-0058 078-995-9572濱田　伸哉 濱田　伸哉 平26. 6. 1心内 精   診療所
     ック 明石市大久保町駅前１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ４ＫＭビル４Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233520,0691,0 みやもとクリニック 〒673-0891 078-919-1129宮本　彦四郎 宮本　彦四郎 平27. 2. 1眼   診療所
     明石市大明石町１丁目７番４号白常　勤:    1 新規 現存
     菊グランドビル３１６号室 (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233620,0692,8 しのはら内科クリニッ〒674-0064 078-948-5731篠原　克彦 篠原　克彦 平27. 3. 1内   診療所
     ク 明石市大久保町江井島１０３０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233720,0694,4 さかねクリニック 〒673-0862 078-919-0377医療法人社団　さかね坂根　正芳 平27. 4. 1外   診療所
     明石市松が丘２丁目３－３コムボ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 ①胃腸内科 現存
     ックス明舞３Ｆ (医       1)坂根　正芳 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233820,0695,1 いのうえメンタルクリ〒674-0081 078-946-8666井上　浩一 井上　浩一 平27. 5. 1心内 精   診療所
     ニック 明石市魚住町錦が丘４丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     ＮＳビル４階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233920,0697,7 清水メディカルクリニ〒673-0862 078-918-3799医療法人社団清水メデ清水　政美 平27. 5. 1内   診療所
     ック 明石市松が丘２丁目３番７号松が常　勤:    3ィカルクリニック　理 組織変更 消化器内科　循現存
     丘ビル２階 (医       3)事長　清水　政美 平27. 5. 1環器内科　緩和
     ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 234020,0698,5 ゆか皮フ科クリニック〒674-0064 078-915-8400東田　由香 東田　由香 平27. 7. 1皮   診療所
     明石市大久保町江井島９１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ５－Ａ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234120,0699,3 織田クリニック 〒673-0005 078-926-6650欧　明哲 欧　明哲 平27. 6. 1内   診療所
     明石市小久保４－１３－２カーム常　勤:    1 その他 循環器内科 現存
     ハイツ３－１ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234220,0701,7 フタバ眼科 〒674-0068 078-935-8628医療法人社団医新会　春藤　真一郎 平27. 7. 4眼   診療所
     明石市大久保町ゆりのき通２丁目常　勤:    2理事長　新見　浩司 移動 現存
     ２番６号ＳＨＵＮＤＯ　ＢＬＤ．(医       2) 平27. 7. 4
     ３階、４階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234320,0702,5 おにき皮フ科クリニッ〒674-0067 078-935-1212鬼木　俊太郎 鬼木　俊太郎 平27.11. 1皮   形外 アレ診療所
     ク 明石市大久保町大久保町１３１２常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234420,0703,3 村田整形外科麻酔科 〒673-0882 078-911-0751医療法人社団　村田整村田　弘文 平27. 9.28整外 麻   診療所
     明石市相生町二丁目９番１号 常　勤:    1形外科　理事長　村田 移動 現存
     (医       1)　弘文 平27. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234520,0704,1 宮田整形外科クリニッ〒673-0843 078-912-2810医療法人社団心輝会　宮田　啓介 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 明石市太寺大野町２６５１番地 常　勤:    1理事長　宮田　啓介 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234620,0706,6 ふじた脳神経内科 〒674-0065 078-946-0050藤田　賢吾 藤田　賢吾 平28. 4. 1脳内 内   診療所
     明石市大久保町西島４４０番－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234720,0707,4 繁田医院 〒674-0092 078-942-1004医療法人社団繁田医院繁田　龍太郎 平28. 4. 1内   整外 診療所
     明石市二見町東二見１３２８番地常　勤:    1　理事長　繁田　龍太 移動 現存
     の１ (医       1)郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234820,0708,2 大塚眼科医院 〒674-0081 078-947-0020医療法人社団大塚眼科大塚　明 平28. 5. 1眼   診療所
     明石市魚住町錦が丘３丁目１－２常　勤:    1医院　理事長　大塚　 移動 現存
     ０ (医       1)明 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234920,0709,0 ていクリニック 〒674-0068 078-936-4145鄭　裕元 鄭　裕元 平28. 8. 1ひ   リハ 診療所
     明石市大久保町ゆりのき通１丁目常　勤:    1 新規 ②緩和ケア内科現存
     ４－１　１階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 235020,0710,8 神足クリニック 〒673-0044 078-922-4793神足　正道 神足　正道 平28. 9. 1精   麻   内  診療所
     明石市藤江１２７０ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平28. 9. 1ペインクリニッ
     ク
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235120,0711,6 医療法人社団せいゆう〒673-0848 078-912-5151医療法人社団せいゆう城戸　秀典 平28. 9. 1内   診療所
     会　せいゆうクリニッ明石市鷹匠町５－１８ 常　勤:    1会　理事長　原田　益 新規 ②腎臓内科 現存
     ク (医       1)盛 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235220,0712,4 はる皮フ科クリニック〒674-0068 078-938-1700森田　康 森田　康 平28. 9. 1皮   外   診療所
     明石市大久保町ゆりのき通２－２常　勤:    2 移動 現存
     －１ＡＫＡＳＡＫＡ　ＨＩＬＬＳ(医       2) 平28. 9. 1
     　Ｂ棟２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235320,0713,2 城南眼科 〒673-0891 078-939-2468医療法人ひまわり会　 平28. 9. 1眼   診療所
     明石市大明石町１丁目１番２３号常　勤:    1理事長　伊藤　正吾 組織変更 現存
     ピオレ明石西館１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235420,0714,0 たかみやこころのクリ〒673-0016 078-925-3288髙宮　 男 髙宮　 男 平28. 8.19精   心内 診療所
     ニック 明石市松の内２丁目５－２松の内常　勤:    1 移動 現存
     ビル５階 (医       1) 平28. 8.19
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235520,0715,7 医療法人あしたクリニ〒673-0891 078-918-2005医療法人あしたクリニ千郷　雅史 平28. 9. 1精   心内 診療所
     ック 明石市大明石町一丁目３番３号エ常　勤:    1ック　理事長　千郷　 組織変更 現存
     スポワ明石２階 (医       1)雅史 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235620,0716,5 医療法人社団医仁会　〒673-0028 078-927-1514医療法人社団　医仁会譜久山　仁 平28.11. 1一般       104病院
     ふくやま病院 明石市硯町二丁目５番５５号 常　勤:    8　理事長　譜久山　剛 移動 内   外   整外現存
     (医       8) 平28.11. 1リハ 放   麻  
     非常勤:   15 消内　糖内　消
     (医      15) 外　肛外　緩和
     ケア内　緩和ケ
     ア外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235720,0717,3 医療法人社団医仁会　〒673-0018 078-924-0500医療法人社団医仁会　高　弘一（高野弘一）平28.11. 1内   外   診療所
     ふくやま・すこやかク明石市西明石北町三丁目１番２３常　勤:    1理事長　譜久山　剛 移動 ②消化器内科　現存
     リニック 号 (医       1) 平28.11. 1循環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
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 235820,0718,1 医療法人社団　ししだ〒673-0001 078-928-7911医療法人社団　ししだ宍田　克己 平28.11. 1眼   診療所
     眼科クリニック 明石市明南町１丁目３番１号 常　勤:    1眼科クリニック　理事 移動 現存
     (医       1)長　宍田　克己 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235920,0719,9 医療法人社団　 明会〒673-0891 078-911-0024医療法人社団 明会　垰本　勝司 平29. 1. 1脳外 神内 診療所
     　大西脳神経外科病院明石市大明石町１丁目６番１号パ常　勤:    1理事長　大西　 之 新規 現存
     附属明石駅前クリニッピオスあかし３階 (医       1) 平29. 1. 1
     ク 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236020,0720,7 かなもり眼科クリニッ〒673-0891 078-911-1146金森　章泰 金森　章泰 平29. 1. 1眼   診療所
     ク 明石市大明石町１丁目６－１パピ常　勤:    1 新規 現存
     オスあかし３階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236120,0721,5 鷲尾皮フ科 〒673-0891 078-913-0070鷲尾　文郎 鷲尾　文郎 平28.12. 1皮   アレ 診療所
     明石市大明石町１丁目６－１パピ常　勤:    1 移動 現存
     オスあかし３階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236220,0722,3 よこた内科クリニック〒673-0891 078-915-0377横田　一樹 横田　一樹 平29. 1. 1内   診療所
     明石市大明石町１丁目６－１パピ常　勤:    1 新規 ②糖尿病内科　現存
     オスあかし３階 (医       1) 平29. 1. 1腎臓内科　消化
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236320,0723,1 久保整形外科クリニッ〒673-0891 078-917-6800久保　晴司 久保　晴司 平29. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 明石市大明石町１丁目６－１パピ常　勤:    1 移動 現存
     オスあかし３階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236420,0724,9 浜本整形外科　耳鼻咽〒674-0067 078-935-5011医療法人社団　浜本整濱本　秀樹 平29. 4. 1一般    診療所
     喉科 明石市大久保町大久保町５９７番常　勤:    2形外科　耳鼻咽喉科　 組織変更 整外 リウ リハ現存
     地１０ (医       2)理事長　濱本　秀樹 平29. 4. 1耳い アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236520,0725,6 しばはら整形外科スポ〒674-0081 078-947-0808柴原　基 柴原　基 平29. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     ーツ関節クリニック 明石市魚住町錦が丘４－５－１駅常　勤:    1 新規 現存
     前ＮＳビル２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   257 頁

 236620,0726,4 新丸クリニック 〒674-0095 078-943-9090医療法人社団　新丸ク新丸　博志 平29. 5. 1外   内   診療所
     明石市二見町西二見駅前４丁目３常　勤:    1リニック　理事長　新 組織変更 ①消化器内科 現存
     番地 (医       1)丸　博志 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236720,0727,2 日野医院 〒673-0893 078-911-2910小林　温子 小林　温子 平29. 6. 1内   婦   診療所
     明石市材木町９－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236820,0728,0 石井皮フ科クリニック〒674-0081 078-947-3315石井　紀孝 石井　紀孝 平29. 7. 1皮   診療所
     明石市魚住町錦が丘４－３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236920,0729,8 クリニック　ちえのわ〒673-0886 078-918-8818山田　嘉則 山田　嘉則 平29. 9. 1心内 精   診療所
     明石市東仲ノ町１１番３０号ＫＴ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓビル５階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237020,0730,6 やす整形外科クリニッ〒673-0012 078-924-4455大西　康央 大西　康央 平29.10. 1整外 リハ 診療所
     ク 明石市和坂１２－１６カトレアビ常　勤:    1 新規 現存
     ル (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237120,0731,4 葵クリニック　葵リハ〒673-0018 078-939-7778前田　正博 前田　正博 平29.12. 1内   リハ 診療所
     ビリステーション 明石市西明石北町１丁目１０－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237220,0732,2 溝口内科 〒674-0059 078-965-6100医療法人社団　溝口内溝口　貴裕 平30. 1. 1内   診療所
     明石市大久保町茜１丁目１番２０常　勤:    1科　理事長　溝口　貴 組織変更 循環器内 現存
     号 (医       1)裕 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237320,0733,0 まえかわ内科クリニッ〒674-0068 078-934-2550前川　浩一 前川　浩一 平30. 2. 1内   診療所
     ク 明石市大久保町ゆりのき通２－２常　勤:    1 新規 循環器内 現存
     －１ＡＫＡＳＡＫＡ　ＨＩＬＬＳ(医       1) 平30. 2. 1
     　Ｂ棟３Ｆ　３０１ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237420,0734,8 医療法人社団　なぎさ〒673-0005 078-925-7171医療法人社団　なぎさ安尾　健作 平30. 2. 1脳外 神内 診療所
     会　やすお脳神経外科明石市小久保２丁目１０番地１リ常　勤:    1会　理事長　安尾　健 組織変更 現存
     クリニック ラシオ西明石駅前２Ｆ (医       1)作 平30. 2. 1
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 237520,0735,5 前田クリニック 〒674-0061 078-936-9233樫本　計亮 樫本　計亮 平30. 4. 1内   診療所
     明石市大久保町森田１３２－５ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237620,0736,3 いまいこどもクリニッ〒674-0051 078-934-6667医療法人社団いまいこ今井　惠介 平30. 5. 1小   アレ 診療所
     ク 明石市大久保町大窪１５１４番地常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     の３水田ビル１０１号室 (医       1)長　今井　惠介 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237721,0004,4 株式会社神戸製鋼所高〒676-0008 079-445-7113株式会社　神戸製鋼所矢形　義近 昭35. 7. 1整外 診療所
     砂製作所診療所 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 常　勤:    1　代表取締役　川崎　 現存
     (医       1)博也 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237821,0074,7 斉藤整形外科 〒676-0012 斉藤　肇 斉藤　肇 昭47. 6. 1一般    診療所
     高砂市荒井町中新町１－５ 常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237921,0080,4 野村医院 〒676-0812 野村　浩一 野村　浩一 昭53. 6. 1内   消   放  診療所
     高砂市中筋２丁目９－３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238021,0097,8 よしだ耳鼻咽喉科クリ〒676-0016 0794-43-0335医療法人社団　吉田医吉田　一富 平元. 7.20耳い 診療所
     ニック 高砂市荒井町扇町１４－１３ 常　勤:    2院　理事長　吉田　一 現存
     (医       2)富 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238121,0099,4 山名眼科医院 〒676-0004 0794-42-5482山名　敬庸 山名　敬庸 平 2. 2. 1眼   診療所
     高砂市荒井町千鳥３丁目 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238221,0101,8 医療法人社団小野耳鼻〒676-0805 079-431-3213医療法人社団　小野耳小野　一乗 平 2. 4. 1耳い 診療所
     咽喉科 高砂市米田町米田３１３番地の５常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　小 現存
     (医       1)野　一乗 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238321,0102,6 高砂市民病院 〒676-0015 0794-42-3981高砂市長　登　幸人 大野　徹 平 2. 5. 1一般       290病院
     高砂市荒井町紙町３３－１ 常　勤:   29 内   精   小  現存
     (医      29) 平29. 5. 1外   呼外 整外
     非常勤:   37 脳外 皮   ひ  
     (医      37) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     形外 
     ②消内　循内　
     緩ケ内　乳外　
     胸外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 238421,0107,5 三木医院 〒676-0064 079-442-2495医療法人社団　三木医三木　健史 平 3. 3. 1内   小   放  診療所
     高砂市高砂町北本町１１３３－２常　勤:    1院　理事長　三木　健 現存
     (医       1)史 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238521,0108,3 大森産婦人科医院 〒676-0072 079-448-1103医療法人社団大森産婦大森　千里 平 3. 9. 1一般        19診療所
     高砂市伊保港町２－５－１７ 常　勤:    3人科医院　理事長　大 産婦 麻   現存
     (医       3)森　千里 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238621,0109,1 大森整形外科医院 〒676-0082 079-448-5000医療法人社団大森整形大森　裕 平 3. 9. 1一般        11診療所
     高砂市曽根町４４７－１ 常　勤:    1外科医院　理事長　大 療養         8現存
     (医       1)森　裕 平24. 9. 1整外 リハ リウ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238721,0113,3 松本医院 〒676-0078 0794-47-0341松本　和基 松本　和基 平 4. 7. 1内   胃   診療所
     高砂市伊保３丁目１５－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238821,0114,1 西垣医院 〒676-0827 079-447-1019医療法人社団　西垣医西垣　彰夫 平 4.12. 1内   胃   外  診療所
     高砂市阿弥陀町阿弥陀１１７３ 常　勤:    1院　理事長　西垣　彰 こう 放   現存
     (医       1)夫 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238921,0115,8 ササモト医院 〒676-0078 0794-47-0129医療法人社団ササモト佐々本　博 平 5.12. 1整外 皮   診療所
     高砂市伊保２丁目２－１６ 常　勤:    1医院　理事長　佐々本 現存
     (医       1)　博 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239021,0116,6 寺西内科 〒676-0805 079-431-6151医療法人社団寺西内科寺西　卓也 平 5.12. 1内   診療所
     高砂市米田町米田１１３－２ 常　勤:    1　理事長　寺西　卓也 休止
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239121,0117,4 金村医院 〒676-0805 0794-31-5115医療法人社団仁成会金金村　稔 平 5.12. 1胃   外   整外診療所
     高砂市米田町米田１０３－１ 常　勤:    1村医院　理事長　金村 ひ   現存
     (医       1)　稔 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239221,0120,8 森脇神経内科 〒676-0822 0794-48-4800医療法人祥正会　理事森脇　祥文 平 6. 5. 1精   神内 リハ診療所
     高砂市阿弥陀町魚橋字池崎９５８常　勤:    1長　森脇　祥文 現存
     －１ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239321,0121,6 植杉医院 〒676-0077 079-448-9886医療法人社団植杉医院植杉　成一郎 平 6.11. 1内   小   診療所
     高砂市松陽１－６－１８ 常　勤:    1　理事長　植杉　成一 現存
     (医       1)郎 平24.11. 1
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 239421,0122,4 鹿岳胃腸科・内科 〒676-0078 079-447-3551医療法人社団鹿岳胃腸鹿嶽　徹也 平 6.11. 1胃   内   診療所
     高砂市伊保１丁目４－２７ 常　勤:    2科・内科　理事長　鹿 現存
     (医       2)嶽　徹也 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239521,0124,0 横山外科胃腸科医院 〒676-0021 079-442-0377医療法人社団　悠悠会横山　和永 平 8. 4. 1一般    診療所
     高砂市高砂町朝日町２－８－２８常　勤:    1　理事長　横山　和永 療養        19現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   胃   外  
     整外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239621,0125,7 増田内科医院 〒676-0808 0794-33-1313増田　章吾 増田　章吾 平 8. 7. 1内   呼   消  診療所
     高砂市神爪５－８－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239721,0127,3 さわたり循環器科内科〒676-0078 澤渡　久幸 澤渡　久幸 平 8.11. 1内   呼   胃  診療所
     高砂市伊保４丁目５６７－１ 常　勤:    1 消   循   小  現存
     (医       1) 平29.11. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239821,0135,6 かたしま・きたうら産〒676-0805 079-433-2525医療法人社団かたしま片嶋　純雄 平10. 3. 1一般        14診療所
     婦人科医院 高砂市米田町米田１３９－２ 常　勤:    2・きたうら産婦人科医 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)院　理事長　片嶋　純 平28. 3. 1
     雄
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239921,0136,4 永田泌尿器科医院 〒676-0808 0794-31-7439永田　均 永田　均 平10. 4. 1ひ   診療所
     高砂市神爪１丁目３－１０ザ・サ常　勤:    1 新規 現存
     ンライズ宝殿２０２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240021,0137,2 飯尾医院 〒676-0807 0794-31-0770飯尾　一也 飯尾　一也 平10. 4. 1内   消   診療所
     高砂市米田町島４－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240121,0138,0 さかい眼科 〒676-0078 0794-46-0164坂井　智代 坂井　智代 平10. 5. 1眼   診療所
     高砂市伊保４丁目５５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240221,0141,4 魚川医院 〒676-0805 079-432-5226医療法人社団　魚川医青木　裕加 平11. 1. 1内   整外 診療所
     高砂市米田町米田８７３－２ 常　勤:    1院　理事長　青木　裕 組織変更 現存
     (医       1)加 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240321,0143,0 中村整形外科 〒671-0123 0792-54-5533医療法人社団　中村整中村　亮爾 平11. 5. 1一般        19診療所
     高砂市北浜町西浜１２０８－７５常　勤:    1形外科　理事長　中村 組織変更 整外 現存
     (医       1)　亮爾 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 240421,0144,8 荒川クリニック 〒676-0014 0794-43-5566医療法人社団　樂裕会米澤　一喜 平11. 5. 1脳外 神内 診療所
     高砂市荒井町日之出町１０－１１常　勤:    1　理事長　荒川　俊雄 組織変更 ①内科（腎臓、現存
     (医       1) 平29. 5. 1透析、糖尿病）
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240521,0145,5 加古皮フ科 〒676-0038 0794-44-2266医療法人社団　青風会加古　覚 平11. 6. 1皮   アレ 形外診療所
     高砂市高砂町栄町３７３ 常　勤:    1　加古皮フ科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　加古　覚 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240621,0146,3 河野クリニック 〒676-0038 0794-44-2112河野　富雄 河野　富雄 平11.11. 1外   胃   循  診療所
     高砂市高砂町栄町３７３－１サン常　勤:    1 新規 現存
     モール高砂 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240721,0147,1 眼科多木医院 〒676-0022 0794-42-1069多木　大輔 多木　大輔 平12. 1. 1眼   診療所
     高砂市高砂町浜田町２丁目７－４常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240821,0148,9 阪本医院 〒676-0808 079-432-2222医療法人社団啓節会　阪本　節子 平12. 5. 1内   呼内 リハ診療所
     高砂市神爪１丁目１１－１５ 常　勤:    2理事長　木田　啓章 移動 糖尿病内科　人現存
     (医       2) 平30. 5. 1工透析科　循環
     非常勤:   11 器内科　消化器
     (医      11) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240921,0149,7 ふじわら医院 〒676-0806 0794-34-2355医療法人社団ふじわら藤原　史利 平12. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     高砂市米田町塩市字明田１－１ 常　勤:    1医院　理事長　藤原　 組織変更 現存
     (医       1)史利 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241021,0151,3 みやけ小児科 〒676-0001 079-443-3535医療法人社団みやけ小三宅　愼一 平12.12. 1小   アレ 診療所
     高砂市中島２丁目７－５１ 常　勤:    1児科　理事長　三宅　 組織変更 現存
     (医       1)愼一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241121,0154,7 平本医院 〒676-0808 0794-34-5811平本　憲孝 平本　憲孝 平13. 7. 1精   神   心内診療所
     高砂市神爪１丁目１－２０－２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241221,0157,0 友田神経内科 〒676-0072 0794-48-5561友田　慎吾 友田　慎吾 平14. 2. 9精   神   内  診療所
     高砂市伊保港町２－７－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 241321,0158,8 三木内科クリニック 〒676-0012 079-443-8500医療法人社団三木内科三木　章 平14. 6. 1内   診療所
     高砂市荒井町中新町５番地３ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 ②消化器内科③現存
     (医       2)三木　章 平26. 6. 1糖尿病内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241421,0161,2 秋山内科医院 〒676-0002 079-444-0770医療法人秋山内科医院秋山　裕之 平15. 5. 1内   消   診療所
     高砂市末広町５番８号 常　勤:    1　理事長　秋山　裕之 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241521,0163,8 つくだ整形外科 〒676-0003 0794-44-5544佃　政憲 佃　政憲 平15. 8. 1整外 外   リハ診療所
     高砂市今市２丁目３０１－１ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241621,0165,3 医療法人沖縄徳洲会高〒676-0812 079-447-0100医療法人沖縄徳洲会　新保　雅也 平16. 4. 1一般 病院
     砂西部病院 高砂市中筋１丁目１０番４１号 常　勤:    9理事長　鈴木　隆夫 組織変更     一般   168現存
     (医       9) 平28. 4. 1療養
     非常勤:  145     療養    51
     (医     145) 内   小   外  
     整外 脳外 心外
     神内 心内 産婦
     眼   耳い 皮  
     リハ 放   呼内
     精   
     循環器内科　消
     化器内科　血液
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241721,0166,1 こばやし小児科 〒676-0806 0794-34-2288医療法人社団こばやし小林　謙 平16. 6. 1小   診療所
     高砂市米田町塩市８２番地の６ 常　勤:    1小児科　理事長　小林 組織変更 現存
     (医       1)　謙 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241821,0167,9 泉外科医院 〒676-0078 079-447-1111医療法人社団　泉外科泉　融子 平17. 3. 1外   胃   呼  診療所
     高砂市伊保１丁目８の４１ 常　勤:    1医院　理事長　泉　融 組織変更 ひ   現存
     (医       1)子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241921,0168,7 大北・牛尾クリニック〒676-0812 079-447-1855大北　実 大北　実 平17. 4. 1内   診療所
     高砂市中筋１丁目１０－４８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242021,0169,5 かとうクリニック 〒676-0807 0794-33-2203加藤　康之 加藤　康之 平17.12. 1麻   リハ 整外診療所
     高砂市米田町島才田３８番地イオ常　勤:    1 新規 現存
     ンアイモール高砂 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 242121,0170,3 川上神経内科 〒676-0038 079-442-2188川上　道一 川上　道一 平18. 8.17精   神内 診療所
     高砂市高砂町栄町３７３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242221,0171,1 きたざわ整形外科 〒676-0805 079-434-4777北澤　久也 北澤　久也 平19. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     高砂市米田町米田１０１９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242321,0172,9 織田医院 〒676-0017 079-442-0662医療法人社団　織田医織田　誠 平19. 5. 1内   診療所
     高砂市荒井町東本町２０番２号 常　勤:    1院　理事長　織田　誠 移動 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242421,0173,7 なかすじ眼科 〒676-0038 079-443-2020中筋　康夫 中筋　康夫 平19. 7. 1眼   診療所
     高砂市高砂町栄町３７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242521,0175,2 まき小児科 〒676-0038 079-443-7737医療法人社団　青楓会加古　真紀 平21. 5. 1小   診療所
     高砂市高砂町栄町３７３－１ 常　勤:    1加古皮フ科　理事長　 新規 現存
     (医       1)加古　覚 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242621,0176,0 はぎはら内科医院 〒676-0815 079-447-3343萩原　良輔 萩原　良輔 平21. 6. 8内   呼内 小  診療所
     高砂市阿弥陀１－５－２８ 常　勤:    2 交代 リハ 現存
     (医       2) 平27. 6. 8糖尿病内科　消
     化器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242721,0177,8 東高砂胃腸外科 〒676-0802 079-432-1119医療法人社団仁秀会　福岡　秀治 平22. 5. 1一般        19診療所
     高砂市米田町古新３０５番１ 常　勤:    1理事長　福岡　秀治 組織変更 こう 外   整外現存
     (医       1) 平28. 5. 1ひ   リハ 
     非常勤:    1 胃腸内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242821,0178,6 ふせ耳鼻咽喉科 〒676-0017 079-440-3060医療法人社団ふせ耳鼻布施　愉香 平23. 5. 1耳い アレ 診療所
     高砂市荒井町東本町１番２７号 常　勤:    1咽喉科　理事長　布施 組織変更 現存
     (医       1)　愉香 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242921,0179,4 ぱく　腎・泌尿器科ク〒676-0038 079-444-0300朴　寿展 朴　寿展 平24. 1. 1ひ   他   診療所
     リニック 高砂市高砂町栄町３７３－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243021,0180,2 山名クリニック 〒676-0075 079-448-1313医療法人社団山名小児山名　克典 平25. 5. 1小   内   外  診療所
     高砂市伊保崎南９番８号 常　勤:    3科　理事長　山名　克 組織変更 消化器内科　循現存
     (医       3)典 平25. 5. 1環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
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 243121,0181,0 川井整形外科 〒676-0808 079-432-7757池田　正則 池田　正則 平26. 2.24整外 リハ リウ診療所
     高砂市神爪２丁目２番７号 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平26. 2.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243221,0182,8 三菱日立パワーシステ〒676-0008 079-445-6185三菱日立パワーシステ髙原　香 平26. 3. 1内   外   精  診療所
     (21,0108,9) ムズ高砂健康管理セン高砂市荒井町新浜２丁目１番１号常　勤:    3ムズ株式会社　執行役 その他 歯   現存
     ター (医       2)員　高砂工場地域統括 平26. 3. 1
     (歯       1)　東澤　隆司
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243321,0183,6 矢野内科医院 〒676-0805 079-432-7100医療法人社団　矢野内矢野　隆 平28. 4. 1内   呼内 診療所
     高砂市米田町米田７２２番５ 常　勤:    1科医院　理事長　矢野 組織変更 ②循環器内科 現存
     (医       1)　隆 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243421,0184,4 西訪問クリニック 〒676-0808 090-3277-9662医療法人社団きよしク西大條　清 平29. 6. 1内   診療所
     高砂市神爪１－７－１０ 常　勤:    1リニック　理事長　西 新規 現存
     (医       1)大條　清 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243521,0185,1 しもうら皮ふ科 〒676-0808 079-432-1112下浦　真一 下浦　真一 平29. 9. 1皮   アレ 形外診療所
     高砂市神爪１丁目３－１０－１０常　勤:    2 新規 ④美容皮膚科 現存
     ２ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243622,0059,6 共立会病院 〒675-0054 0794-31-0234医療法人　共立会　理立岡　壽比古 昭35.11. 1療養       100病院
     加古川市米田町平津５９６ 常　勤:    5事長　中尾　芳奈 内   外   整外現存
     (医       5) 平29.11. 1皮   リハ 
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243722,0092,7 東加古川病院 〒675-0101 0794-24-2983医療法人　達磨会　理森　隆志 昭41. 1. 1精神       425病院
     加古川市平岡町新在家１１９７－常　勤:   13事長　森　隆志 精   現存
     ３ (医      13) 平29. 1. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243822,0101,6 釜江外科医院 〒675-0037 釜江　省五 釜江　省五 昭43. 4.12一般        11診療所
     加古川市加古川町本町３１０ 常　勤:    1 外   整外 現存
     (医       1) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 243922,0122,2 大西医院 〒675-0103 079-423-3725大西　勝也 大西　勝也 昭47. 2. 1一般        13診療所
     加古川市平岡町高畑５３ 常　勤:    2 内   神内 呼  現存
     (医       2) 平29. 2. 1消   循   外  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244022,0136,2 大谷医院 〒675-0038 大谷　良三 大谷　良三 昭49.11. 1内   小   リハ診療所
     加古川市加古川町木村３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244122,0159,4 田中泌尿器科 〒675-0039 田中　邦彦 田中　邦彦 昭53. 2. 1皮   ひ   診療所
     加古川市加古川町粟津字丸越２８常　勤:    1 現存
     ２－１ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244222,0179,2 安田産婦人科クリニッ〒675-0115 安田　哲哉 安田　哲哉 昭54.12. 1一般        10診療所
     ク 加古川市平岡町一色西２丁目３６常　勤:    1 産   婦   現存
     ９－１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244322,0180,0 加古川夜間急病センタ〒675-0053 079-431-8051加古川市長　岡田　康枝川　潤一 昭55. 4. 1内   小   診療所
     ー 加古川市米田町船頭５番地の１ 常　勤:    1裕 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   69
     (医      69)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244422,0185,9 松本医院 〒675-0121 松本　邦彦 松本　邦彦 昭55. 9. 1内   胃   外  診療所
     加古川市別府町新野辺北町２丁目常　勤:    1 こう 現存
     ６２ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244522,0186,7 小川皮膚科医院 〒675-0101 0794-25-0810小川　豊 小川　豊 昭56. 3. 1皮   診療所
     加古川市平岡町新在家８８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244622,0195,8 いなだ小児科 〒675-0023 0794-21-2168稲田　徹 稲田　徹 昭57. 9. 1小   診療所
     加古川市尾上町池田２３５５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244722,0196,6 崇高クリニック 〒675-0012 荒木　裕 荒木　裕 昭58. 3. 1一般        19診療所
     加古川市野口町野口１２９－６７常　勤:    1 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244822,0199,0 堀胃腸科外科 〒675-0017 079-425-4188堀　公行 堀　公行 昭58. 7. 1一般        19診療所
     加古川市野口町良野７９４ー１ 常　勤:    2 胃   外   整外現存
     (医       2) 平28. 7. 1脳外 こう リハ
     放   
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 244922,0206,3 森田皮膚科医院 〒675-0101 森田　美智子 森田　美智子 昭59. 7. 1皮   診療所
     加古川市平岡町新在家６５１－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245022,0207,1 大西医院 〒675-0008 0794-38-5800大西　隆二 大西　隆二 昭59. 7. 1内   小   放  診療所
     加古川市新神野５丁目５－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245122,0216,2 中田医院 〒675-0101 中田　邦也 中田　邦也 昭61. 1. 1内   小   診療所
     加古川市平岡町新在家２８６－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245222,0218,8 平松眼科医院 〒675-0101 0794-25-5528平松　邦夫 平松　邦夫 昭61. 3.31一般         5診療所
     加古川市平岡町新在家２丁目２７常　勤:    2 眼   現存
     ４－８ (医       2) 平28. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245322,0224,6 医療法人社団松本会　〒675-0039 079-424-0333医療法人社団　松本会田邊　誠 昭62. 2. 1一般       190病院
     松本病院 加古川市加古川町粟津２３２番地常　勤:    5　松本病院　理事長　 内   外   整外現存
     －１ (医       5)田邊　誠 平29. 2. 1放   リハ リウ
     非常勤:   26 麻   
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245422,0226,1 医療法人社団　順心会〒675-0005 0794-38-2200医療法人社団　順心会小畑　好伸 昭62.10. 1療養       180病院
     (22,0119,4) 　順心リハビリテーシ加古川市神野町石守１６３２ 常　勤:    8　理事長　栗原　英治 内   神内 循  現存
     ョン病院 (医       8) 平29.10. 1整外 皮   放  
     非常勤:   20 リハ 歯外 
     (医      16)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245522,0228,7 ノザキクリニック 〒675-0122 0794-37-7161野崎　豊 野崎　豊 昭63. 1. 1一般         8診療所
     加古川市別府町別府せいろ　９７常　勤:    1 内   小   リハ現存
     ８－１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245622,0231,1 医療法人社団仙齢会　〒675-0104 078-941-1730医療法人社団仙齢会　嘉悦　博 昭63. 6. 1療養       290病院
     いなみ野病院 加古川市平岡町土山字川池４２３常　勤:    4理事長　荒尾　潤 新規 内   リハ 現存
     －２ (医       4) 平30. 6. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245722,0232,9 河野眼科 〒675-0064 0794-25-4715河野　章一朗 河野　章一朗 昭63. 8. 1眼   診療所
     加古川市加古川町溝之口５０７サ常　勤:    1 現存
     ンライズ加古川３階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 245822,0238,6 医療法人社団梅谷耳鼻〒675-0064 079-426-2818医療法人社団　梅谷耳梅谷　芳雄 平元. 8. 1耳い 診療所
     咽喉科クリニック 加古川市加古川町溝之口５０７サ常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 休止
     ンライズ加古川３階 (医       1)理事長　梅谷　芳雄 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245922,0240,2 塩津外科胃腸科 〒675-0104 078-942-0333塩津　一男 塩津　一男 昭 2. 1. 1一般        18診療所
     加古川市平岡町土山字東山１－２常　勤:    1 胃   循   外  現存
     ０ (医       1) 平29. 1. 1脳外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246022,0241,0 医療法人社団山村耳鼻〒675-0064 079-422-2829医療法人社団山村耳鼻山村　政夫 平 2. 1. 1耳い 診療所
     咽喉科医院 加古川市加古川町溝之口７７８番常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     地 (医       1)山村　政夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246122,0242,8 サカネクリニック 〒675-0117 079-435-3211医療法人社団サカネ会阪根　修 平 2. 1. 1内   外   リハ診療所
     加古川市平岡町一色西２丁目２０常　勤:    1　理事長　阪根　修 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246222,0244,4 本山整形外科 〒675-0039 0794-22-8288本山　豪霊 本山　豪霊 平元.12.11神   整外 リハ診療所
     加古川市加古川町粟津３２－１ 常　勤:    1 麻   現存
     (医       1) 平28.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246322,0253,5 渡辺眼科医院 〒675-0054 079-432-0828医療法人社団　渡辺眼渡邉　彌生 平 2. 4. 1眼   診療所
     加古川市米田町平津４６２番地１常　勤:    1科医院　理事長　渡邉 現存
     １ (医       1)　彌生 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246422,0255,0 川西内科医院 〒675-0111 0794-35-1600医療法人社団　川西内川西　正 平 2. 6. 1内   小   診療所
     加古川市平岡町ニ俣７６１番地の常　勤:    1科医院　理事長　川西 現存
     １ (医       1)　正 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246522,0257,6 原田外科胃腸科医院 〒675-0009 0794-38-7711原田　卓郎 原田　卓郎 平 2. 9. 1胃   外   こう診療所
     加古川市神野町西条４３５－１ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246622,0258,4 森田医院 〒675-0045 0794-32-8556医療法人社団森田医院森田　潔 平 2. 8. 1内   循   放  診療所
     加古川市西神吉町岸１５２－９ 常　勤:    1　理事長　森田　潔 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246722,0261,8 曽谷医院 〒675-0066 0794-22-2300医療法人社団曽谷医院曽谷　尚之 平 2.12. 1一般    診療所
     加古川市加古川町寺家町３６－１常　勤:    1　理事長　曽谷　尚之 眼   現存
     ３ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246822,0262,6 枝川内科胃腸科医院 〒675-0068 0794-27-4331枝川　潤一 枝川　潤一 平 3. 2. 1内   胃   診療所
     加古川市加古川町中津５６５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   268 頁

 246922,0263,4 タカタ内科小児科 〒675-0016 0794-26-6655高田　千春 高田　千春 平 3. 4. 1内   小   診療所
     加古川市野口町長砂９５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247022,0266,7 横山整形外科 〒675-0032 079-421-6998医療法人社団横山整形横山　浩 平 3. 5. 1整外 診療所
     加古川市加古川町備後７１番地１常　勤:    1外科　理事長　横山　 現存
     (医       1)浩 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247122,0268,3 大西医院 〒675-0026 079-421-1223医療法人社団楓会　大小林　哲夫 平 3. 9. 1内   精   神  診療所
     加古川市尾上町旭３丁目５８ 常　勤:    1西医院　理事長　小林 小   現存
     (医       1)　哲夫 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247222,0270,9 白石皮膚科 〒675-0064 0794-24-1773白石　信之 白石　信之 平 4.11. 1皮   診療所
     加古川市加古川町溝之口５０７サ常　勤:    1 現存
     ンライズ加古川３階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247322,0271,7 水野医院 〒675-0066 0794-22-2123水野　正之 水野　正之 平 5. 1.22小   診療所
     加古川市加古川町寺家町４８－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247422,0273,3 奥窪医院 〒675-0037 079-422-3208医療法人社団　奥窪医奥窪　琢 平 5. 6. 1内   小   耳い診療所
     加古川市加古川町本町２７－３ 常　勤:    1院　理事長　奥窪　琢 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247522,0280,8 中谷整形外科病院 〒675-0101 0794-26-3000医療法人社団　仁正会飯田　康夫 平 6. 1. 1一般        59病院
     加古川市平岡町新在家１０５ 常　勤:    7　中谷整形外科病院　 内   外   整外現存
     (医       7)理事長　中谷　徹也 平30. 1. 1リハ リウ 麻  
     非常勤:   17 他   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247622,0281,6 あだち医院 〒675-0057 0794-32-2660足立　光平 足立　光平 平 6. 1. 1内   小   リハ診療所
     加古川市東神吉町神吉１１６－１常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247722,0282,4 玉川医院 〒675-1217 0794-28-2028医療法人社団玉川医院玉川　正博 平 6. 4. 1内   診療所
     加古川市上荘町薬栗４５８－２ 常　勤:    1　理事長　玉川　正博 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 247822,0284,0 すみなが小児科アレル〒675-0101 079-422-3929医療法人社団　すみな住永　亮 平 6. 7. 1小   アレ 診療所
     ギー科 加古川市平岡町新在家１３７１番常　勤:    1が小児科アレルギー科 現存
     地の４ (医       1)　理事長　住永　亮 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247922,0285,7 医療法人社団仙齢会は〒675-0023 079-420-1900医療法人社団仙齢会　荒尾　潤 平 6.12. 1内   胃   精  診療所
     りまクリニック 加古川市尾上町池田６２１－１ 常　勤:    1理事長　荒尾　潤 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248022,0286,5 いのまた循環器科・内〒675-0035 079-420-0123医療法人社団いのまた猪股　工矣 平 6.11. 1循   内   診療所
     科 加古川市加古川町友沢４５８－３常　勤:    1循環器科内科　理事長 現存
     (医       1)　猪股　工矣 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248122,0287,3 山崎眼科 〒675-0128 079-437-4817医療法人社団　明眸会山崎　小百合 平 7. 6. 1眼   診療所
     加古川市別府町中島町４－２ 常　勤:    2　理事長　山崎　小百 現存
     (医       2)合 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248222,0291,5 宮地医院 〒675-0104 078-943-5678医療法人社団　宮地医宮地　陽吉 平 8. 3. 1内   小   診療所
     加古川市平岡町土山１５８－３ 常　勤:    1院　理事長　宮地　陽 現存
     (医       1)吉 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248322,0292,3 おりべ内科医院 〒675-0056 079-432-2336医療法人社団　おりべ織邊　敏也 平 8. 4. 1内   消   放  診療所
     加古川市東神吉町砂部４４１－１常　勤:    1内科医院　理事長　織 現存
     (医       1)邊　敏也 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248422,0293,1 谷耳鼻咽喉科医院 〒675-0123 0794-35-2752谷　眞琴 谷　眞琴 平 8. 5. 1耳い 診療所
     加古川市別府町朝日町３６－１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248522,0295,6 山﨑記念クリニック 〒675-1212 0794-28-0025医療法人社団　山﨑記長谷川　功 平 8. 5. 1内   診療所
     加古川市上荘町井ノ口３９０－２常　勤:    2念クリニック　理事長 消化器内科 現存
     (医       2)　長谷川　修 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248622,0299,8 貞光病院 〒675-0005 079-423-8535医療法人社団　清流会福山　俊一郎 平 9. 1. 1一般        50病院
     加古川市神野町石守４７１－１５常　勤:    4　理事長　福山　俊一 呼   胃   内  休止
     ３ (医       4)郎 平30. 1. 1外   整外 こう
     非常勤:   11 リハ 放   麻  
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 248722,0301,2 玉田内科 〒675-0101 0794-21-2500医療法人社団玉田内科玉田　和彦 平 9. 2. 1内   循   診療所
     加古川市平岡町新在家１１９２－常　勤:    1　理事長　玉田　和彦 現存
     ４８２ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248822,0303,8 住吉医院 〒675-0066 0794-20-7333住吉　孝雄 住吉　孝雄 平 9. 5. 1内   胃   外  診療所
     加古川市加古川町寺家町４０ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248922,0304,6 兜坂眼科医院 〒675-0115 0794-35-0193医療法人社団　兜坂眼兜坂　法文 平 9. 6. 1眼   診療所
     加古川市平岡町一色７２６ 常　勤:    2科医院　理事長　兜坂 組織変更 現存
     (医       2)　法文 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249022,0306,1 医療法人社団　はなぶ〒675-0054 079-431-1583医療法人社団はなぶさ花房　理貞 平10. 3. 1小   診療所
     さ小児科 加古川市米田町平津４０３－３ 常　勤:    2小児科　理事長　花房 組織変更 現存
     (医       2)　理貞 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249122,0307,9 松浦クリニック 〒675-0024 079-422-3828医療法人社団松浦クリ松浦　省明 平10. 3. 1内   放   診療所
     加古川市尾上町長田５１７－４８常　勤:    1ニック　理事長　松浦 組織変更 現存
     (医       1)　省明 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249222,0308,7 若藤クリニック 〒675-0112 0794-25-8615医療法人社団若藤クリ若藤　茂夫 平10. 4. 1内   小   リハ診療所
     加古川市平岡町山之上６６２－２常　勤:    1ニック　理事長　若藤 組織変更 現存
     (医       1)　茂夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249322,0309,5 あきもとクリニック 〒675-0011 0794-26-2252医療法人社団　北野会穐本　輝之 平10. 4. 1胃   内   外  診療所
     加古川市野口町北野１１３９－４常　勤:    1　理事長　穐本　輝之 組織変更 リハ こう 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249422,0311,1 多木クリニック 〒675-0125 0794-35-0555医療法人社団　松凌会多木　純子 平10. 6. 1内   小   胃  診療所
     加古川市別府町西脇２丁目４８ 常　勤:    2　理事長　多木　純子 組織変更 リハ 放   アレ現存
     (医       2) 平28. 6. 1心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249522,0313,7 松田耳鼻咽喉科 〒675-0039 0794-22-3090医療法人社団　松田耳松田　英男 平10. 6. 1耳い 診療所
     加古川市加古川町粟津２５３ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　松 移動 現存
     (医       1)田　英男 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249622,0318,6 いわみ医院 〒675-0101 0794-27-0023医療法人社団　いわみ石見　哲朗 平10. 7. 1小児アレルギー診療所
     加古川市平岡町新在家７１６－８常　勤:    1医院　理事長　石見　 組織変更 科 現存
     (医       1)哲朗 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 249722,0319,4 久葉整形外科 〒675-0127 0794-36-6475医療法人社団　春隆会久葉　春彦 平10. 7. 1整外 診療所
     加古川市別府町石町９－６ 常　勤:    1　理事長　久葉　春彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249822,0323,6 岡内科クリニック 〒675-0064 0794-54-7002岡　徹 岡　徹 平11. 2. 1内   消   診療所
     加古川市加古川町溝之口７２８番常　勤:    1 新規 現存
     地ミキシティビル２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249922,0324,4 医療法人回起会　奥産〒675-0038 079-421-2039医療法人　回起会　理田中　慶介 平11. 2. 1一般        19診療所
     婦人科 加古川市加古川町木村７００－１常　勤:    4事長　奥　日出一 その他 産   婦   現存
     (医       4) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250022,0326,9 前田眼科 〒675-0026 0794-22-9121前田　圭子 前田　圭子 平11. 7. 1眼   診療所
     加古川市尾上町旭２丁目２７－１常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250122,0327,7 後藤整形外科 〒675-0005 0794-26-2880後藤　義人 後藤　義人 平11. 7. 1整外 リハ 診療所
     加古川市神野町石守３８１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250222,0328,5 尾上整形外科 〒675-0063 0794-53-5500尾上　徹 尾上　徹 平11. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     加古川市加古川町平野４４－１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250322,0333,5 山根耳鼻咽喉科医院 〒675-0005 0794-56-6000山根　辰生 山根　辰生 平12.10. 1耳い 診療所
     加古川市神野町石守４３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250422,0334,3 黒田耳鼻咽喉科医院 〒675-0101 079-425-8155医療法人社団黒田耳鼻黒田　一三 平12.10. 1耳い 診療所
     加古川市平岡町新在家字小路６４常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 移動 現存
     ３－４ (医       1)黒田　一三 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250522,0336,8 一般財団法人甲南会　〒675-0009 0794-38-0621一般財団法人甲南会　黒田　浩光 平12.12. 1一般       159病院
     甲南加古川病院 加古川市神野町西条１５４５－１常　勤:   22代表理事　平生　誠三 その他 療養        40現存
     (医      22) 平24.12. 1内   循   リウ
     非常勤:   15 外   整外 皮  
     (医      15) 眼   耳い リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250622,0337,6 髙嶋内科 〒675-0031 079-427-2200医療法人社団楽生会髙髙嶋　隼二 平12.12. 1内   診療所
     加古川市加古川町北在家２４４７常　勤:    1嶋内科　理事長　髙嶋 組織変更 糖尿病内科 現存
     (医       1)　隼二 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 250722,0340,0 坂田整形外科リハビリ〒675-0113 0794-30-2780医療法人社団坂田整形坂田　周平 平13. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     テーション 加古川市平岡町中野４８４－１ 常　勤:    1外科リハビリテーショ 組織変更 現存
     (医       1)ン　理事長　坂田　周 平25. 5. 1
     平
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250822,0341,8 長谷川医院 〒675-0047 0794-31-8151医療法人社団　長谷川長谷川　昌美 平13. 5. 1内   消   放  診療所
     加古川市西神吉町鼎５９－１ 常　勤:    1医院　理事長　長谷川 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　昌美 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250922,0342,6 おだけ内科循環器科 〒675-0128 079-435-1740医療法人社団おだけ内小武　道雄 平13. 5. 1内   循   胃  診療所
     加古川市別府町中島町５１－２ 常　勤:    1科循環器科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)小武　道雄 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251022,0343,4 山室診療所 〒675-0013 0794-24-5255山室　了 山室　了 平13. 6. 1内   循   診療所
     加古川市野口町二屋３６７－７９常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251122,0344,2 井上内科医院 〒675-0121 079-430-0230医療法人社団井上内科井上　徹 平13. 6. 1内   消   循  診療所
     加古川市別府町新野辺北町５丁目常　勤:    1医院　理事長　井上　 組織変更 現存
     １１２－２ (医       1)徹 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251222,0345,9 もと皮膚科クリニック〒675-0022 0794-56-7220佐々木　一 佐々木　一 平13. 7. 1皮   診療所
     加古川市尾上町口里１９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251322,0348,3 とべ眼科 〒675-0101 0794-26-9999戸部　隆雄 戸部　隆雄 平14. 3. 1眼   診療所
     加古川市平岡町新在家５９９－４常　勤:    1 新規 現存
     鳥徳ビル１階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251422,0349,1 井上医院 〒675-0045 0794-33-3086井上　忠夫 井上　忠夫 平14. 4. 1内   消   リハ診療所
     加古川市西神吉町岸２８８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251522,0350,9 木村眼科医院 〒675-0039 0794-23-2350木村　良平 木村　良平 平14. 5. 1眼   診療所
     加古川市加古川町粟津２３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251622,0351,7 松野眼科医院 〒675-0039 0794-22-6057医療法人社団　松野眼松野　公利 平14. 5. 1眼   診療所
     加古川市加古川町粟津２７１－１常　勤:    1科医院　理事長　松野 移動 現存
     (医       1)　公利 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 251722,0355,8 もぎ内科 〒675-0101 0794-21-1107茂幾　隆輝 茂幾　隆輝 平14.11. 1内   診療所
     加古川市平岡町新在家２丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     ７－６－１０２ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251822,0359,0 黒石整形外科 〒675-0008 0794-38-0028黒石　昌芳 黒石　昌芳 平15. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     加古川市新神野５丁目５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251922,0362,4 医療法人相馬眼科医院〒675-0065 0794-24-1012医療法人相馬眼科医院林田　康宏 平15. 8. 1眼   診療所
     加古川分院 加古川市加古川町篠原町一丁目２常　勤:    1　理事長　相馬　信和 新規 現存
     ３番１号 (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252022,0364,0 荒木皮フ科クリニック〒675-0045 0794-33-4112荒木　敬司 荒木　敬司 平15.10. 1皮   診療所
     加古川市西神吉町岸字溝尻１００常　勤:    1 新規 現存
     －１１ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252122,0366,5 なかやま心療内科 〒675-0124 079-441-1114中山　賀博 中山　賀博 平15.11. 1心内 神内 精  診療所
     加古川市別府町緑町１番地多木ビ常　勤:    1 新規 現存
     ルディング４階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252222,0367,3 ふじもと耳鼻咽喉科 〒675-0045 079-433-8741医療法人社団ふじもと藤本　崇史 平16. 1. 1耳い 診療所
     加古川市西神吉町岸１００番９ 常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)藤本　崇史 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252322,0369,9 クリニックたまえ 〒675-0066 0794-54-6500茨木　玉恵 茨木　玉恵 平16. 1. 1内   循   診療所
     加古川市加古川町寺家町５６－１常　勤:    1 移動 現存
     ２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252422,0370,7 平成泌尿器科クリニッ〒675-0101 0794-26-3305福原　公 福原　公 平16. 3. 1一般 診療所
     ク 加古川市平岡町新在家２－２６６常　勤:    2 交代     一般    19現存
     －１３ (医       2) 平28. 3. 1ひ   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252522,0373,1 レディースクリニック〒675-0065 0794-27-0928近藤　仁 近藤　仁 平16. 7. 1産婦 診療所
     近藤 加古川市加古川町篠原町１１１番常　勤:    1 新規 現存
     地ゼロ・ワン・ゼロビル３Ｆ３０(医       1) 平28. 7. 1
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252622,0375,6 前田内科医院 〒675-0057 0794-32-8007前田　裕一郎 前田　裕一郎 平16. 9. 1内   消   診療所
     加古川市東神吉町神吉７５５－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
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 252722,0377,2 ふじえクリニック 〒675-0064 079-424-1158医療法人社団　春風会藤江　忠夫 平17. 4. 1内   胃   診療所
     加古川市加古川町溝之口５０３番常　勤:    1　理事長　藤江　忠夫 移動 現存
     地の２ビエラ加古川１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252822,0378,0 西岡皮フ科医院 〒675-0064 0794-22-5501西岡　五郎 西岡　五郎 平17. 4. 1皮   診療所
     加古川市加古川町溝之口５０３－常　勤:    2 移動 現存
     ２ビエラ加古川 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252922,0379,8 宮島整形外科クリニッ〒675-0122 0794-41-4722宮島　良博 宮島　良博 平17. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 加古川市別府町別府９１６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253022,0380,6 中山小児科 〒675-0017 0794-56-7510医療法人社団中山小児中山　慎一 平17. 5. 1小   診療所
     加古川市野口町良野１１３番地の常　勤:    1科　理事長　中山　慎 組織変更 現存
     １ (医       1)一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253122,0381,4 さくらぎ小児科 〒675-0064 0794-27-2230医療法人社団健成会さ櫻木　健司 平17. 5. 1小   アレ 診療所
     加古川市加古川町溝之口３３８番常　勤:    1くらぎ小児科　理事長 移動 現存
     地の１１ (医       1)　櫻木　健司 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253222,0382,2 天野内科クリニック 〒675-0009 0794-38-6007医療法人社団翠和会天天野　和彦 平17. 5. 1内   診療所
     加古川市神野町西条４２９番地１常　勤:    1野内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　天野　和彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253322,0384,8 田淵クリニック 〒675-0064 0794-22-1160田淵　正人 田淵　正人 平17. 6. 1こう 診療所
     加古川市加古川町溝之口５０７サ常　勤:    1 新規 現存
     ンライズ加古川ビル３Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253422,0385,5 しょうせ脳神経外科ク〒675-0037 0794-54-8040医療法人社団しょうせ庄瀬　祥晃 平17. 6. 1脳外 リハ 診療所
     リニック 加古川市加古川町本町１４０番地常　勤:    1脳神経外科クリニック 組織変更 現存
     ３ (医       1)　理事長　庄瀬　祥晃 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253522,0386,3 矢田クリニック 〒675-0054 0794-34-5333矢田　暢宏 矢田　暢宏 平17. 7. 1消   外   皮  診療所
     加古川市米田町平津４１３－１ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253622,0387,1 関島産婦人科医院 〒675-0039 0794-22-3182医療法人社団関島産婦関島　秋男 平18. 2. 1一般        10診療所
     加古川市加古川町粟津４６２番地常　勤:    1人科医院　理事長　関 組織変更 産婦 現存
     の１ (医       1)島　秋男 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253722,0389,7 いちかわ内科循環器科〒675-0314 079-452-5222医療法人社団　いちか市川　靖典 平18. 3. 1内   循   消  診療所
     加古川市志方町上冨木６６１番地常　勤:    1わ内科循環器科　理事 組織変更 リハ 現存
     の１ (医       1)長　市川　靖典 平30. 3. 1
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 253822,0391,3 ゆうこう眼科クリニッ〒675-0101 079-424-6755医療法人社団友幸会　住岡　清司 平18. 4. 1眼   診療所
     ク 加古川市平岡町新在家１５７３－常　勤:    1理事長　西川　弘 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253922,0393,9 島内科クリニック 〒675-0112 0794-41-1557島　尚司 島　尚司 平18. 5. 1内   循   診療所
     加古川市平岡町山之上２２８－２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254022,0394,7 のむら心療内科クリニ〒675-0101 079-427-4141医療法人社団　のむら野村　保 平18. 6. 1心内 精   診療所
     ック 加古川市平岡町新在家２丁目２７常　勤:    1心療内科クリニック　 組織変更 現存
     １－５ (医       1)理事長　野村　保 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254122,0395,4 秦耳鼻咽喉科 〒675-0031 079-425-5505医療法人社団秦耳鼻咽秦　節子 平18. 7. 1耳い 診療所
     加古川市加古川町北在家２４６３常　勤:    1喉科　理事長　秦　節 組織変更 現存
     番地 (医       1)子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254222,0398,8 衣川小児科 〒675-0115 079-426-2913衣川　睦 衣川　睦 平19. 1. 1小   診療所
     加古川市平岡町一色７２６－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254322,0401,0 河合外科胃腸科 〒675-0113 079-435-8800医療法人社団河合外科河合　澄夫 平19. 2. 1一般 診療所
     加古川市平岡町中野７７５番１ 常　勤:    1胃腸科　理事長　河合 組織変更     一般 現存
     (医       1)　澄夫 平25. 2. 1外   胃   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254422,0402,8 医療法人社団一陽会　〒675-0101 079-423-2055医療法人社団一陽会　沢村　敏郎 平19. 4. 1内   外   他  診療所
     三郎記念クリニック 加古川市平岡町新在家１３５０－常　勤:    2理事長　服部　哲也 新規 現存
     １ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254522,0403,6 藤岡内科医院 〒675-0044 079-432-0231藤岡　武人 藤岡　武人 平19. 4. 1内   消   診療所
     加古川市西神吉町大国６７０－７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254622,0405,1 やました整形外科 〒675-0024 079-426-8800医療法人社団　慶仁会山下　仁司 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     加古川市尾上町長田４１１－１ 常　勤:    1　理事長　山下　仁司 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 254722,0406,9 さつき診療所 〒675-0045 079-431-1775社会福祉法人　松波福魚住　光洋 平19. 7. 1内   外   整外診療所
     加古川市西神吉町岸２４６－４ 常　勤:    1祉会　理事長　小島　 新規 消   循   現存
     (医       1)芳夫 平25. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254822,0407,7 ちくご・ひらまつ産婦〒675-0068 079-424-5163医療法人社団　ちくご平松　晋介 平20. 1. 1一般 診療所
     人科医院 加古川市加古川町中津２３０－１常　勤:    3・ひらまつ産婦人科医 組織変更     一般    19現存
     (医       3)院　理事長　平松　晋 平26. 1. 1産   婦   
     介
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254922,0408,5 はせがわ内科クリニッ〒675-0045 079-433-8886長谷川　裕 長谷川　裕 平20. 4. 1内   消   診療所
     ク 加古川市西神吉町岸溝尻１００－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255022,0409,3 玉岡内科医院 〒675-0039 079-424-0453玉岡　康志 玉岡　康志 平20. 5. 1内   放   診療所
     加古川市加古川町粟津７１９番地常　勤:    1 交代 休止
     の１ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255122,0410,1 山本可菜子皮フ科クリ〒675-0101 079-424-0127医療法人社団　爽永会山本　卓 平20. 6. 1外   整外 リハ診療所
     ニック　東加古川院 加古川市平岡町新在家１－２６０常　勤:    2　理事長　山本　可菜 組織変更 皮   胃   現存
     －１０ (医       2)子 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255222,0411,9 松田内科・漢方クリニ〒675-0064 079-427-5758松田　康平 松田　康平 平20.11. 1内   他   診療所
     ック 加古川市加古川町溝之口５０７番常　勤:    1 新規 現存
     地サンライズ加古川２階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255322,0413,5 加古川市立こども療育〒675-0335 079-452-2511加古川市　加古川市長村田　由香利 平21. 4. 1小   リハ 整外診療所
     センター 加古川市志方町原６０４－１ 常　勤:    3　岡田　康裕 移動 現存
     (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255422,0416,8 森内科医院 〒675-0101 079-426-1001森　要之 森　要之 平21. 5. 1内   診療所
     加古川市平岡町新在家１０４－４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255522,0417,6 つむら循環器内科クリ〒675-0101 079-425-3388医療法人社団つむら循津村　泰弘 平21. 5. 1内   診療所
     ニック 加古川市平岡町新在家二丁目２６常　勤:    1環器内科クリニック　 組織変更 ①循環器内科 現存
     ８番地１ (医       1)理事長　津村　泰弘 平27. 5. 1
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 255622,0418,4 よこやま眼科クリニッ〒675-0045 079-433-3001中村　護 中村　護 平21. 5. 4眼   診療所
     ク 加古川市西神吉町岸字溝尻１００常　勤:    1 交代 現存
     －１１ (医       1) 平27. 5. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255722,0419,2 友藤内科医院 〒675-0063 079-457-5550医療法人社団友藤内科友藤　喜信 平21. 6. 1内   診療所
     加古川市加古川町平野５３７番地常　勤:    1医院　理事長　友藤　 組織変更 現存
     の１ (医       1)喜信 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255822,0422,6 社会福祉法人万亀会　〒675-0019 079-426-8200社会福祉法人万亀会　 本　彊 平21. 7.11内   外   診療所
     万亀園診療所 加古川市野口町水足１０７－１ 常　勤:    1理事長　近藤　千里 移動 現存
     (医       1) 平27. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255922,0423,4 ふじおか腎泌尿器科ク〒675-0065 079-421-0057藤岡　一 藤岡　一 平21.10. 1ひ   診療所
     リニック 加古川市加古川町篠原町１１１医常　勤:    1 新規 現存
     療ビルおいしゃさん２０１ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256022,0424,2 くどう内科クリニック〒675-0018 079-425-0005工藤　順弘 工藤　順弘 平22. 5. 1内   循   診療所
     加古川市野口町坂元１０２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256122,0426,7 なかむら内科・循環器〒675-0101 079-426-8321医療法人社団なかむら中村　彰宏 平22. 5. 1内   診療所
     内科医院 加古川市平岡町新在家１３８６番常　勤:    1内科・循環器内科医院 組織変更 循環器内科 現存
     地の１ (医       1)　理事長　中村　彰宏 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256222,0427,5 みずさわ眼科 〒675-0104 078-943-6613医療法人社団みずさわ水澤　志保子 平22. 4.10眼   診療所
     加古川市平岡町土山１２２１番地常　勤:    1眼科　理事長　水澤　 移動 現存
     の４１ (医       1)志保子 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256322,0428,3 こもれび心療クリニッ〒675-0039 079-456-5560医療法人達磨会　理事前田　真志 平22. 7. 1精   心内 診療所
     ク 加古川市加古川町粟津字北浦２５常　勤:    1長　森　隆志 新規 現存
     ３番地１０サンマートビル (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256422,0431,7 もりすえ眼科 〒675-0064 079-454-7911森末　禎一 森末　禎一 平22.12. 1眼   診療所
     加古川市加古川町溝之口７０１番常　勤:    1 新規 現存
     地加古川駅前立体駐車場ビル２階(医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256522,0433,3 山本整形外科リウマチ〒675-0066 079-423-1411山本　晃裕 山本　晃裕 平23. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 加古川市加古川町寺家町９０－２常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 256622,0435,8 黒田眼科 〒675-0005 079-490-5845黒田　龍 黒田　龍 平23. 7. 1眼   診療所
     加古川市神野町石守２２４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256722,0436,6 医療法人社団せいわ会〒675-0022 079-456-2252医療法人社団　せいわ河村　貴 平24. 2. 1一般        49病院
     　たずみ病院 加古川市尾上町口里７９０－６６常　勤:    9会　理事長　小林　良 移動 療養        47現存
     (医       9)平 平30. 2. 1脳外 内   呼内
     非常勤:   40 外   整外 リハ
     (医      40) 麻   
     ③人工透析内④
     循内⑤消内⑧消
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256822,0437,4 医療法人社団　順心会〒675-0122 079-437-3555医療法人社団　順心会潤井　誠司郎 平24.10. 1一般       174病院
     　順心病院 加古川市別府町別府８６５番１ 常　勤:   15　理事長　栗原　英治 移動 脳外 リハ 内  現存
     (医      15) 平24.10. 1放   外   整外
     非常勤:   23 耳い 神内 形外
     (医      23) ②消外　⑤消内
     　⑨循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256922,0438,2 笠井医院 〒675-0321 079-452-0549笠井　弘也 笠井　弘也 平24.12. 1整外 診療所
     加古川市志方町志方町１４８２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257022,0439,0 みなとがわこどもクリ〒675-0101 079-456-0530湊川　誠 湊川　誠 平25. 2. 1小   診療所
     ニック 加古川市平岡町新在家１５８８－常　勤:    1 新規 現存
     ２１アビエスメディカルモール２(医       1) 平25. 2. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257122,0442,4 二宮内科クリニック 〒675-0101 079-456-0311医療法人社団　二宮内二宮　裕幸 平25. 2. 1内   アレ 他  診療所
     加古川市平岡町新在家１５８８－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２１ (医       1)　二宮　裕幸 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257222,0443,2 今村内科医院 〒675-0065 079-425-1181医療法人社団　今村内今村　諒道 平25. 7. 1内   消   診療所
     加古川市加古川町篠原町１１１番常　勤:    1科医院　理事長　今村 組織変更 現存
     地 (医       1)　諒道 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257322,0444,0 工藤内科小児科 〒675-0121 079-437-2058工藤　仁 工藤　仁 平25. 6.23内   小   診療所
     加古川市別府町新野辺北町１－４常　勤:    2 交代 現存
     ５ (医       2) 平25. 6.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 257422,0445,7 とよだクリニック 〒675-0064 079-454-8677医療法人社団　とよだ豐田　裕敬 平25. 8. 1心内 精   神内診療所
     加古川市加古川町溝之口５０７　常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     サンライズ加古川 (医       1)豐田　裕敬 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257522,0446,5 よしおか内科クリニッ〒675-0022 079-441-7123吉岡　東洋 吉岡　東洋 平25. 9. 1内   診療所
     ク 加古川市尾上町口里８１４番３４常　勤:    1 新規 消化器内科　糖現存
     (医       1) 平25. 9. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257622,0448,1 かみおかこどもクリニ〒675-0044 079-434-1877神岡　一郎 神岡　一郎 平25.10. 1小   診療所
     ック 加古川市西神吉町大国７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257722,0449,9 加古川ともながクリニ〒675-0066 079-456-1388友永　達也 友永　達也 平25.11. 1内   アレ 診療所
     ック 加古川市加古川町寺家町４７－１常　勤:    1 新規 感染症内科　美現存
     ファーミンインテリジェントビル(医       1) 平25.11. 1容内科
     ４Ｆ 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257822,0450,7 いるか心療所 〒675-0065 079-451-8322医療法人社団　いるか九鬼　克俊 平26. 1. 1心内 精   神内診療所
     加古川市加古川町篠原町１１１番常　勤:    1心療所　理事長　九鬼 組織変更 現存
     地医療ビルおいしゃさん３０１号(医       1)　克俊 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257922,0451,5 こだま医院 〒675-0027 079-457-0333医療法人社団　こだま兒玉　明久 平26. 1. 1放   小   内  診療所
     加古川市尾上町今福４６７番地の常　勤:    2医院　理事長　兒玉　 組織変更 現存
     ２ (医       2)明久 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258022,0452,3 伴小児科クリニック 〒675-0054 079-432-2558伴　紘文 伴　紘文 平26. 3. 1小   診療所
     加古川市米田町平津４４６－１０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258122,0453,1 あだちこども診療所 〒675-0062 079-423-2567足立　昌夫 足立　昌夫 平26. 5. 1小   診療所
     加古川市加古川町美乃利４６５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258222,0454,9 はり内科クリニック 〒675-0039 0794-54-8510医療法人社団　はり内播　穰治 平26. 5. 1内   診療所
     加古川市加古川町粟津７７０番１常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 糖尿病内科　消現存
     ８ (医       1)　播　穰治 平26. 5. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 258322,0455,6 かんき皮膚科 〒675-0124 079-441-4112神吉　晴久 神吉　晴久 平26. 8. 1皮   診療所
     加古川市別府町緑町１番地多木ビ常　勤:    1 新規 現存
     ルディング４階　 (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258422,0456,4 樂樂クリニック 〒675-0039 079-427-5566医療法人社団　樂裕会荒川　俊雄 平26. 9. 1腎臓内科　人工診療所
     加古川市加古川町粟津５８１番地常　勤:    1　理事長　荒川　俊雄 新規 透析内科 現存
     ２ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258522,0457,2 ほうらい外科・胃腸科〒675-0038 079-420-7782医療法人社団ほうらい 平26.11. 1外   リハ 診療所
     医院 加古川市加古川町木村６６２番地常　勤:    1外科・胃腸科医院　理 移動 肛門外科　消化現存
     の６ (医       1)事長　蓬莱　隆雄 平26.11. 1器外科（胃腸外
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258622,0458,0 小田整形外科医院 〒675-0067 079-424-2514小田　伸悟 小田　伸悟 平27. 1. 1整外 診療所
     加古川市加古川町河原３７４－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258722,0459,8 公益財団法人加古川総〒675-0065 079-421-8181公益財団法人加古川総福田　裕 平27. 2. 1内   外   放  診療所
     合保健センター診療所加古川市加古川町篠原町１０３番常　勤:    3合保健センター　理事 新規 婦   現存
     地３ (医       3)長　河合　勝 平27. 2. 1②消化器内科
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258822,0460,6 まつうら内科消化器科〒675-0017 079-456-6888医療法人社団　まつう松浦　立人 平27. 4. 1内   診療所
     医院 加古川市野口町良野１１５番地１常　勤:    1ら内科消化器科医院　 組織変更 ②消化器内科 現存
     (医       1)理事長　松浦　立人 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258922,0462,2 親愛レディースクリニ〒675-0065 079-421-5511藤井　良造 藤井　良造 平27. 4. 1産婦 診療所
     ック 加古川市加古川町篠原町５０ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259022,0463,0 はすだ整形外科クリニ〒675-0044 079-451-5885荷田　啓一郎 荷田　啓一郎 平27. 5. 1整外 診療所
     ック 加古川市西神吉町大国７２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
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 259122,0464,8 伴内科医院 〒675-0054 079-434-6711伴　親徳 伴　親徳 平27. 5. 1内   診療所
     加古川市米田町平津４４６番地の常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     １０ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259222,0466,3 矢野産婦人科医院 〒675-0045 079-431-0546医療法人社団　矢野産矢野　聡 平27. 4. 1一般        10診療所
     加古川市西神吉町岸１５２番地の常　勤:    1婦人科医院　理事長　 組織変更 産   婦   現存
     ２ (医       1)矢野　聡 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259322,0467,1 西村医院 〒675-0019 079-422-1130医療法人社団西村医院西村　正二 平27. 7. 1一般        19診療所
     加古川市野口町水足字松ノ内１８常　勤:    2　理事長　西村　正二 移動 内   リハ 現存
     ５０番１ (医       2) 平27. 7. 1②消化器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259422,0468,9 やぎ整形外科クリニッ〒675-0066 079-427-8008医療法人社団　やぎ整八木　正義 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 加古川市加古川町寺家町４７番１常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     号ファーミンインテリジェントビ(医       1)事長　八木　正義 平28. 4. 1
     ル１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259522,0469,7 平野こころのクリニッ〒675-0066 079-456-1077平野　吉彦 平野　吉彦 平28. 5. 1心内 精   診療所
     ク 加古川市加古川町寺家町３０３ニ常　勤:    1 新規 現存
     ッケパークタウン加古川　クリニ(医       1) 平28. 5. 1
     ックモール
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259622,0470,5 たなかペインクリニッ〒675-0066 079-456-6700田中　孝憲 田中　孝憲 平28. 5. 1麻   診療所
     ク 加古川市加古川町寺家町３０３ニ常　勤:    1 新規 ①ペインクリニ現存
     ッケクリニックモール３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1ック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259722,0471,3 加古川磯病院 〒675-1203 079-438-8333医療法人社団　栄徳会中村　毅 平28. 4. 1療養 病院
     加古川市八幡町下村１３５３番地常　勤:    4　理事長　磯　篤典 組織変更     療養   170現存
     (医       4) 平28. 4. 1内   リハ 
     非常勤:   16 ②消化器内科
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259822,0472,1 きたうらクリニック 〒675-0012 079-453-5888医療法人社団　きたう北浦　圭介 平28. 5. 1内   診療所
     加古川市野口町野口２２０番地の常　勤:    1らクリニック　理事長 組織変更 ①人工透析内科現存
     １ (医       1)　北浦　圭介 平28. 5. 1②腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259922,0473,9 いとうこどもクリニッ〒675-0112 079-454-7171医療法人社団　いとう伊東　利幸 平28. 5. 1小   診療所
     ク 加古川市平岡町山之上５５９番地常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     の１ (医       1)事長　伊東　利幸 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 260022,0474,7 加古川中央市民病院 〒675-8611 079-451-5500地方独立行政法人　加大西　祥男 平28. 7. 1一般       600病院
     (22,0267,1) 加古川市加古川町本町４３９番地常　勤:  201古川市民病院機構　理 その他 内   呼内 リウ現存
     (医     196)事長　大西　祥男 平28. 7. 1神内 小   外  
     (歯       5) 心外 呼外 小外
     非常勤:   63 整外 形外 リハ
     (医      55) 眼   耳い 皮  
     (歯       8) 産婦 ひ   脳外
     放   麻   歯外
     病理 
     消内循内糖代内
     腎内腫血内消外
     乳外精神経救急
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260122,0475,4 おおみち眼科 〒675-0101 079-425-1258大道　正人 大道　正人 平28.12. 1眼   診療所
     加古川市平岡町新在家１５８８－常　勤:    1 新規 現存
     ２１アビエスメディカルモール２(医       1) 平28.12. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260222,0476,2 八木内科医院 〒675-0066 079-422-2246八木　陽介 八木　陽介 平29. 1. 1内   診療所
     加古川市加古川町寺家町３６９ 常　勤:    1 交代 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260322,0477,0 中岡クリニック 〒675-0017 079-427-0200医療法人社団　中岡ク中岡　和哉 平29. 2. 1呼内 外   内  診療所
     加古川市野口町良野３７５番地の常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 ②消化器内科 現存
     ５ (医       1)岡　和哉 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260422,0478,8 はしもとキッズクリニ〒675-0066 079-421-1235医療法人社団　仁成会橋本　直樹 平29. 6. 1小   診療所
     ック 加古川市加古川町寺家町４００番常　勤:    1　理事長　橋本　直樹 組織変更 現存
     地の２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260522,0479,6 むらつ皮ふ科クリニッ〒675-0065 079-427-1131医療法人社団　むらつ村津　麻紀 平29. 8. 1皮   診療所
     ク 加古川市加古川町篠原町１１１番常　勤:    1皮ふ科クリニック　理 組織変更 現存
     地 (医       1)事長　村津　麻紀 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260622,0480,4 平井内科クリニック 〒675-0314 079-452-5811平井　孝一 平井　孝一 平29. 9. 1内   呼内 診療所
     加古川市志方町上冨木字野添４８常　勤:    1 新規 ②糖尿病内科 現存
     １番１ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 260722,0481,2 北村内科クリニック 〒675-0023 0794-23-8000北村　秀綱 北村　秀綱 平29.12. 1内   呼内 診療所
     加古川市尾上町池田７４５－３ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260822,0482,0 フェニックス加古川記〒675-0054 079-432-7088医療法人社団　一功会楊　鴻生 平30. 4. 1一般        37病院
     念病院 加古川市米田町平津３８４－１ 常　勤:    4　理事長　平井　昭博 新規 療養        40現存
     (医       4) 平30. 4. 1整外 内   外  
     非常勤:    4 リハ 麻   放  
     (医       4) 消化器内科、循
     環器内科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260922,0483,8 みやけ内科クリニック〒675-0066 079-423-7725三宅　一彰 三宅　一彰 平30. 5. 1内   診療所
     加古川市加古川町寺家町３０３ニ常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     ッケパークタウンクリニックモー(医       1) 平30. 5. 1
     ル加古川２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261023,0029,7 医療法人樹光会大村病〒673-0404 0794-82-1132医療法人樹光会大村病山下　雅也 昭39.11. 1精神       445病院
     (23,0017,8) 院 三木市大村２００番地 常　勤:    7院　理事長　森村　安 精   神   歯  現存
     (医       7)史 平24.11. 1
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261123,0049,5 神沢医院 〒673-0435 07948-3-1510神澤　正三 神澤　正三 昭51. 5. 1内   循   小  診療所
     三木市別所町高木７４２－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261223,0050,3 中西医院 〒673-0541 中西　義明 中西　義明 昭52.10. 1内   胃   放  診療所
     三木市志染町広野１－２３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261323,0073,5 立神眼科 〒673-0551 立神　英宣 立神　英宣 昭60. 5. 1眼   診療所
     三木市志染町西自由ケ丘１丁目８常　勤:    1 現存
     ４０サンテラス志染３階３０１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261423,0075,0 米山外科医院 〒673-0533 07948-5-8700米山　泰平 米山　泰平 昭62. 4. 1内   外   整外診療所
     三木市緑が丘町東２丁目９－７ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261523,0083,4 内薗眼科医院 〒673-0533 07948-4-0235医療法人社団　内園眼内薗　久人 平元. 8. 1眼   診療所
     三木市緑が丘町東１丁目８－１ 常　勤:    1科医院　理事長　内薗 現存
     (医       1)　久人 平28. 8. 1
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 261623,0085,9 黒田東自由が丘診療所〒673-0553 0794-85-6213医療法人社団　三木平黒田　昭 平 2. 1. 1内   小   呼内診療所
     三木市志染町東自由が丘２丁目３常　勤:    2成会　理事長　黒田　 ④消化器内科⑤現存
     ９１番地 (医       2)昭 平29. 1. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261723,0088,3 たまおか医院 〒673-0533 07948-4-1753医療法人社団　昌久会玉岡　昌則 平 2. 5. 1内   心内 精  診療所
     三木市緑が丘町東２丁目４番地の常　勤:    2　理事長　玉岡　徹 消化器内科 現存
     １ (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261823,0089,1 赤松眼科医院 〒673-0403 07948-2-6546医療法人社団赤松眼科赤松　繁 平 2. 8. 1眼   診療所
     三木市末広１丁目７番１４号 常　勤:    1医院　理事長　赤松　 現存
     (医       1)繁 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261923,0091,7 小寺澤医院 〒673-0403 07948-3-3825医療法人社団小寺澤医小寺澤　麻衣 平 2. 8. 1内   診療所
     三木市末広２丁目５番２０号 常　勤:    2院　理事長　小寺澤　 循環器内科 現存
     (医       2)麻衣 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262023,0092,5 岩本整形外科 〒673-0521 07948-5-7181医療法人社団岩本整形岩本　玲 平 2.12. 1整外 リハ 診療所
     三木市志染町青山５丁目９番地１常　勤:    1外科　理事長　岩本　 現存
     (医       1)玲 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262123,0099,0 小児科神沢クリニック〒673-0433 07948-3-5950医療法人社団　小児科神澤　光江 平 4.11. 1神   小   アレ診療所
     三木市福井３－５－１７ 常　勤:    1神沢クリニック　理事 現存
     (医       1)長　神澤　光江 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262223,0107,1 小島医院 〒673-0403 0794-82-1057小島　崇嗣 小島　崇嗣 平 6.11. 1内   小   診療所
     三木市末広１－６－３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262323,0108,9 中村内科胃腸科 〒673-0552 0794-87-2486中村　正樹 中村　正樹 平 7. 1. 1内   胃   リハ診療所
     三木市志染町中自由が丘３丁目５常　勤:    1 現存
     ２－６ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262423,0109,7 ほりい医院 〒673-0521 0794-85-9914医療法人社団　ほりい堀井　弘幸 平 7. 6. 1内   胃   外  診療所
     三木市志染町青山２－５－５ 常　勤:    1医院　理事長　堀井　 リハ 現存
     (医       1)弘幸 平28. 6. 1
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 262523,0111,3 藤本クリニック 〒673-0531 0794-85-6262藤本　美穂子 藤本　美穂子 平 7.10. 1小   内   診療所
     三木市緑が丘西町２－２－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262623,0112,1 岸本医院 〒673-0433 0794-83-3008木村　弘 木村　弘 平 8. 1. 1呼   循   診療所
     三木市福井１丁目７－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262723,0115,4 青垣内医院 〒673-0532 0794-85-8280医療法人社団青垣内医青垣内　龍太 平 8. 9. 1内   胃   外  診療所
     三木市緑が丘町中１－１９－６ 常　勤:    1院　理事長　青垣内　 整外 リハ 現存
     (医       1)龍太 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262823,0119,6 上田医院 〒673-0534 0794-85-7700上田　敏之 上田　敏之 平 9. 4. 1外   整外 リハ診療所
     三木市緑が丘町本町１丁目２３４常　勤:    2 リウ 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262923,0120,4 伊藤眼科クリニック 〒673-0404 0794-82-8363伊藤　美樹 伊藤　美樹 平 9. 5. 1眼   診療所
     三木市大村１４２－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263023,0121,2 高矢整形外科医院 〒673-0501 0794-83-8929医療法人社団　高矢整高矢　康幸 平 9. 6. 1整外 リハ 診療所
     三木市志染町吉田１０５８－１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)高矢　康幸 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263123,0122,0 山口整形外科 〒673-0404 0794-82-2266山口　高史 山口　高史 平10. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     三木市大村１４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263223,0125,3 こじま耳鼻咽喉科 〒673-0403 0794-83-8350医療法人社団こじま耳小島　俊己 平10. 4. 1耳い 診療所
     三木市末広１丁目１－６２ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　小 組織変更 現存
     (医       1)島　俊己 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263323,0126,1 島田医院 〒673-0431 0794-82-1046村上　直樹 村上　直樹 平10. 6.22内   小   診療所
     三木市本町１丁目５－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 263423,0127,9 ときわ病院 〒673-0541 0794-85-2304医療法人社団　関田会中川　雅史 平10. 9. 1一般        84病院
     (23,0081,4) 三木市志染町広野５丁目２７１番常　勤:   17　ときわ病院　理事長 その他 療養       104現存
     地 (医      14)　関田　幹雄 平28. 9. 1内   神内 外  
     (歯       3) こう 整外 脳外
     非常勤:   21 リハ 歯   歯外
     (医      20) 精   麻   放  
     (歯       1) 消内　消外　内
     視鏡外　乳腺外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263523,0128,7 やまだ眼科 〒673-0521 0794-87-0401山田　浩三 山田　浩三 平10.10. 1眼   診療所
     三木市志染町青山４丁目１３－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263623,0131,1 成田青山診療所 〒673-0521 0794-89-8735成田　愛二郎 成田　愛二郎 平11. 7. 1内   小   外  診療所
     三木市志染町青山３丁目２８－２常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263723,0132,9 浜本産婦人科医院 〒673-0521 0794-87-1103医療法人社団浜本産婦濱本　保 平11.12. 1産婦 内   診療所
     三木市志染町青山３丁目１３－８常　勤:    1人科医院　理事長　濱 組織変更 現存
     (医       1)本　保 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263823,0133,7 かわい子どもクリニッ〒673-0552 0794-85-8466医療法人社団かわい子河合　徹 平12. 5. 1小   アレ 診療所
     ク 三木市志染町中自由が丘１丁目５常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     ６０番地 (医       1)長　河合　徹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263923,0134,5 早川内科循環器科医院〒673-0404 0794-89-0017医療法人社団仁徳会　早川　正德 平12. 5. 1内   循   小  診療所
     三木市大村字髙柳１４２－７ 常　勤:    2理事長　早川　正德 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264023,0136,0 私立口吉川診療所 〒673-0757 0794-88-2066村谷　明久 村谷　明久 平12.11. 1内   外   胃  診療所
     三木市口吉川町笹原字笹原１３－常　勤:    1 新規 麻   現存
     ２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264123,0137,8 稲見医院 〒673-0404 0794-82-0203医療法人社団修和会　稲見　修 平13. 1. 1一般        19診療所
     三木市大村８７１－３ 常　勤:    1理事長　稲見　修 組織変更 外   胃   内  現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264223,0138,6 宮﨑小児科内科医院 〒673-0404 0794-82-2131医療法人社団宮﨑小児宮﨑　勇 平13. 4. 1小   内   診療所
     三木市大村１４４－１２ 常　勤:    1科・内科医院　理事長 移動 現存
     (医       1)　宮﨑　進 平25. 4. 1
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 264323,0141,0 みきやまリハビリテー〒673-0413 0794-83-3316医療法人社団　和敬会足立　憲昭 平15. 1. 1一般 病院
     ション病院 三木市大塚１丁目５番８９号 常　勤:    7　理事長　足立　憲昭 組織変更     一般   116現存
     (医       7) 平27. 1. 1療養
     非常勤:   10     療養    50
     (医      10) 内   神内 リハ
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264423,0144,4 岡田整形外科 〒673-0553 0794-89-8440岡田　哲 岡田　哲 平15. 4. 1整外 リハ 診療所
     三木市志染町東自由が丘２－３７常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264523,0147,7 三木山陽病院 〒673-0501 0794-85-3061医療法人社団　朋優会森田　須美春 平15. 7. 1療養 病院
     三木市志染町吉田１２１３番地の常　勤:   14　理事長　森田　須美 組織変更     療養    55現存
     １ (医      14)春 平27. 7. 1一般
     非常勤:   98     一般   142
     (医      98) 内   整外 リウ
     眼   外   皮  
     ひ   リハ 
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264623,0149,3 服部病院 〒673-0413 0794-82-2550医療法人社団一陽会　服部　哲也 平16. 7. 1一般       129病院
     三木市大塚２１８－３ 常　勤:   11理事長　服部　哲也 組織変更 療養        50現存
     (医      11) 平28. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   36 婦   リハ 放  
     (医      36) 消   循   脳外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264723,0150,1 なんばクリニック 〒673-0434 0794-86-0117難波　克明 難波　克明 平17. 1. 1消   外   こう診療所
     三木市別所町小林７３４－２０８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264823,0151,9 ふじた内科医院 〒673-0551 0794-89-8155医療法人社団樟楠会ふ藤田　英樹 平17. 5. 1内   循   呼  診療所
     三木市志染町西自由が丘１丁目８常　勤:    1じた内科医院　理事長 組織変更 現存
     ４０番地 (医       1)　藤田　英樹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264923,0152,7 塚本皮フ科 〒673-0405 0794-82-1714塚本　秀和 塚本　秀和 平17. 5. 1皮   診療所
     三木市平田１１９－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265023,0157,6 吉川病院 〒673-1231 0794-72-0063医療法人社団敬命会　中嶋　正 平18. 8. 1療養       316病院
     三木市吉川町稲田１番地の２ 常　勤:   12吉川病院　理事長　山 組織変更 内   外   整外現存
     (医      12)田　祥次 平24. 8. 1皮   リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
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 265123,0158,4 多田クリニック 〒673-0403 0794-86-7877多田　康之 多田　康之 平18. 9. 1胃   外   内  診療所
     三木市末広３丁目８番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265223,0159,2 羽賀神経内科医院 〒673-0551 0794-85-1050羽賀　敦司 羽賀　敦司 平18.11. 1精   神内 診療所
     三木市志染町西自由が丘１丁目８常　勤:    2 交代 現存
     ４０ (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265323,0160,0 もり内科循環器科クリ〒673-0403 0794-86-8500医療法人社団森康会　森　孝夫 平19. 1. 1内   循   呼  診療所
     ニック 三木市末広１丁目１５番２５号 常　勤:    1もり内科循環器科クリ 組織変更 現存
     (医       1)ニック　理事長　森　 平25. 1. 1
     孝夫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265423,0163,4 山本医院 〒673-0534 0794-84-1755医療法人社団千寿会　山本　篤 平21. 6. 1内   心内 診療所
     三木市緑が丘町本町１丁目２番２常　勤:    2理事長　山本　篤 移動 循環器内科　女現存
     号 (医       2) 平27. 6. 1性内科　漢方内
     科　糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265523,0164,2 オーキッドレディース〒673-0403 0794-88-8505紀伊　顕二 紀伊　顕二 平22. 6. 1婦   産   診療所
     クリニック 三木市末広１－１３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265623,0165,9 田中クリニック 〒673-0403 0794-83-7000田中　善之 田中　善之 平22.10. 1ひ   内   診療所
     三木市末広１丁目６番地４０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265723,0168,3 谷口クリニック 〒673-0533 0794-84-2000医療法人社団谷口クリ谷口　功一 平24. 7. 1内   診療所
     三木市緑が丘町東２丁目２番地の常　勤:    1ニック　理事長　谷口 移動 現存
     １ (医       1)　功一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265823,0169,1 毛利耳鼻咽喉科 〒673-0551 0794-89-8200医療法人社団　毛利耳毛利　光宏 平25. 4. 1耳い 診療所
     三木市志染町東自由が丘１丁目８常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　毛 移動 現存
     ２０－１ (医       1)利　光宏 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265923,0170,9 近藤泌尿器科クリニッ〒673-0434 0794-84-2525医療法人社団　近藤泌近藤　兼安 平25.10. 1ひ   診療所
     ク 三木市別所町小林７２５－４ 常　勤:    1尿器科クリニック　理 移動 現存
     (医       1)事長　近藤　兼安 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266023,0171,7 たにがわ眼科 〒673-0434 0794-85-6600谷川　孝子 谷川　孝子 平26.11. 1眼   診療所
     三木市別所町小林７２５－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 266123,0172,5 栗田医院 〒673-0541 0794-85-6766栗田　信浩 栗田　信浩 平28. 2. 1外   皮   整外診療所
     三木市志染町広野１丁目８９－１常　勤:    1 交代 ①胃腸内科 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266223,0173,3 整形外科　リウマチ科〒673-0551 0794-84-3739医療法人社団　整形外織戸　弘行 平28. 4. 1整外 リハ 診療所
     　夢愛クリニック 三木市志染町西自由が丘１丁目８常　勤:    1科　リウマチ科　夢愛 組織変更 ②消化器リウマ現存
     ４０番地 (医       1)クリニック　理事長　 平28. 4. 1チ科
     織戸　弘行
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266323,0175,8 かとう内科クリニック〒673-0431 0794-82-8022加藤　裕生 加藤　裕生 平28.10. 1内   呼内 心内診療所
     三木市本町３丁目１０５３－１８常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平28.10. 1②循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266423,0176,6 池田クリニック 〒673-0403 0794-86-7207池田　篤紀 池田　篤紀 平29. 2. 1内   整外 診療所
     三木市末広２丁目３－３ 常　勤:    1 その他 ②消化器・肝臓現存
     (医       1) 平29. 2. 1内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266523,0177,4 正木脳外科クリニック〒673-0405 0794-81-1155正木　康友 正木　康友 平29. 4. 1脳外 内   外  診療所
     三木市平田１丁目１５番１１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266623,0178,2 さかい皮フ科クリニッ〒673-0434 0794-87-8080医療法人社団さかい皮酒井　大輔 平30. 5. 1皮   診療所
     ク 三木市別所町小林７２５－４ 常　勤:    1フ科クリニック　理事 組織変更 小児皮膚科、美現存
     (医       1)長　酒井　大輔 平30. 5. 1容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266724,0011,3 松本医院渡瀬診療所 〒673-1129 松本　幸平 松本　幸平 昭59. 9. 1内   循   小  診療所
     三木市吉川町渡瀬１２７番地 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266825,0025,0 医療法人尚生会　加茂〒679-0205 0795-48-3208医療法人　尚生会　加細見　誠 昭38. 4. 1精神       402病院
     病院 加東市北野７１３ 常　勤:    9茂病院　理事長　細見 精   神   現存
     (医       9)　和代 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266925,0047,4 青山医院 〒673-1334 0795-46-0321医療法人社団青山医院青山　安治 平 2.12. 1内   診療所
     加東市吉井６９６番地の１ 常　勤:    2　理事長　青山　安治 現存
     (医       2) 平29.12. 1
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 267025,0048,2 曽野医院 〒673-1400 0795-42-6299医療法人社団　曽野医曽野　瑞弘 平 3. 1. 1内   小   リハ診療所
     加東市東古瀬２０－１ 常　勤:    1院　理事長　曽野　瑞 現存
     (医       1)弘 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267125,0049,0 山形整形外科 〒673-1464 0795-42-3215山形　健治 山形　健治 平 4. 2. 1一般    診療所
     加東市上中２丁目７３ 常　勤:    1 療養    現存
     (医       1) 平28. 2. 1外   整外 リハ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267225,0055,7 うらべ耳鼻咽喉科医院〒673-1464 0795-42-5537医療法人社団うらべ耳卜部　信行 平 6.11. 4耳い 気食 診療所
     加東市上中２－２４ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　卜部　信行 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267325,0056,5 北播磨こども発達支援〒679-0212 0795-48-3074加東市長　安田　正義上田　通泰 平 7. 6. 1整外 小   診療所
     センター事務組合わか加東市下滝野１２８３－１ 常　勤:    1 現存
     あゆ園 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267425,0059,9 田渕医院 〒679-0204 0795-48-0160医療法人社団光甚会　田渕　光 平 9. 2. 1内   循   消  診療所
     加東市新町１８０ 常　勤:    1理事長　田渕　光 呼   小   リハ現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267525,0061,5 松本小児科医院 〒673-1431 0795-42-5105医療法人社団松本小児松本　秀憲 平10. 2. 1小   診療所
     加東市社３８４－１ 常　勤:    1科医院　理事長　松本 組織変更 現存
     (医       1)　秀憲 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267625,0062,3 ますむら医院 〒679-0211 0795-48-0704医療法人社団　増村医増村　道雄 平10. 5. 1内   外   脳外診療所
     加東市上滝野６１３－１ 常　勤:    1院　理事長　増村　道 組織変更 神内 リハ 心内現存
     (医       1)雄 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267725,0063,1 坂本医院 〒673-1464 0795-42-6660医療法人社団　坂本医坂本　泰三 平10. 6. 1内   消   呼  診療所
     加東市上中３丁目２９ 常　勤:    1院　理事長　坂本　泰 組織変更 循   現存
     (医       1)三 平28. 6. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267825,0064,9 松原メイフラワー病院〒673-1462 0795-42-8851松原　司 松原　司 平11. 6. 1一般 病院
     加東市藤田９４４－２５ 常　勤:    5 新規     一般    99現存
     (医       5) 平29. 6. 1リウ 整外 内  
     非常勤:    8 リハ 外   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267925,0065,6 桂医院 〒673-1445 0795-43-0252桂　正剛 桂　正剛 平11.11. 1内   外   リハ診療所
     加東市大門３５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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 268025,0067,2 川医院 〒673-1431 0795-42-0105 川　大資 川　大資 平15. 1. 1内   消   診療所
     加東市社８２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268125,0070,6 嬉野診療所 〒673-1421 0795-42-8477中條　武彦 中條　武彦 平16. 7. 1内   外   リハ診療所
     加東市山国２０１４－２３９ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268225,0071,4 森下クリニック 〒673-1431 0795-42-0024森下　智行 森下　智行 平17.11. 1内   小   診療所
     加東市社５１２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268325,0072,2 加東市民病院 〒673-1451 0795-42-5511加東市長　安田　正義金岡　保 平18. 3.20一般 総合病院
     加東市家原８５番地 常　勤:   12 交代     一般   139現存
     (医      12) 平30. 3.20内   神内 呼  
     非常勤:    1 消   循   小  
     (医       1) 外   整外 ひ  
     婦   眼   耳い
     放   リハ 麻  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268425,0074,8 社田仲クリニック 〒673-1423 0795-42-8515伊藤　良 伊藤　良 平19. 3. 1一般 診療所
     加東市東古瀬９８－１ 常　勤:    1 新規     一般 現存
     (医       1) 平25. 3. 1整外 内   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268525,0078,9 門田眼科医院 〒673-1464 0795-43-0101門田　健 門田　健 平21. 1. 1眼   診療所
     加東市上中３－５６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268625,0080,5 サンスマイル診療所 〒679-0205 0795-48-5852医療法人財団春日野会和田　謙 平25. 1. 1内   診療所
     加東市北野５５番地１ 常　勤:    1　理事長　吉田　泰昭 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268725,0081,3 さくら内科クリニック〒673-1415 0795-44-1588 田　誠 田　誠 平25. 5. 1内   循   診療所
     加東市下久米５８０番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 268825,0082,1 井上医院 〒673-1444 0795-42-1190医療法人社団　井上医井上　竜治 平25. 6. 1内   小   リハ診療所
     加東市沢部１７４番地１ 常　勤:    1院　理事長　井上　竜 組織変更 現存
     (医       1)治 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268925,0083,9 まつむら泌尿器科 〒673-1464 0795-42-7830医療法人社団　まつむ松村　勝 平26. 5. 1ひ   診療所
     加東市上中３丁目４８番 常　勤:    1ら泌尿器科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松村　勝 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269025,0084,7 やすらぎの森診療所 〒673-1324 0795-40-8100医療法人財団德禮会　宮川　嘉眞 平27. 4. 1内   小   整外診療所
     加東市新定７０７番地１ 常　勤:    4理事長　松岡　明 組織変更 皮   ひ   眼  現存
     (医       4) 平27. 4. 1②漢方内科
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269125,0085,4 ふるもとクリニック 〒673-1431 0795-40-0202医療法人社団　ふるも古本　豊和 平28. 5. 1内   外   診療所
     加東市社１０５番地６ 常　勤:    1とクリニック　理事長 組織変更 ③消化器内科 現存
     (医       1)　古本　豊和 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269225,0086,2 東条診療所 〒673-1324 0795-46-0048医療法人社団　富本会富本　忍 平29. 7. 1内   呼内 外  診療所
     加東市新定５５９番地１ 常　勤:    1　理事長　富本　忍 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1②循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269325,0087,0 神医院 〒673-1322 0795-47-0144神　弘文 神　弘文 平30. 2. 1内   小   診療所
     加東市森８７８の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269425,0088,8 こざる皮膚科クリニッ〒673-1431 0795-40-2121小猿　恒志 小猿　恒志 平30. 6. 1皮   アレ 診療所
     ク 加東市社１１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269526,0045,6 市立加西病院 〒675-2311 0790-42-2200加西市長　西村　和平北嶋　直人 昭49. 9.17一般       260病院
     加西市北条町横尾１丁目１３ 常　勤:   51 一般（感染） 現存
     (医      51) 平28. 9.17             6
     非常勤:    7 内   呼   消  
     (医       7) 循   外   整外
     麻   耳い リハ
     精   神内 産婦
     小   眼   ひ  
     皮   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 269626,0059,7 横田内科医院 〒675-2324 07904-2-5715横田　誠 横田　誠 昭63. 6. 1内   診療所
     加西市北条町東南１１６－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269726,0060,5 医療法人社団弘秀会　〒675-2242 0790-48-3591医療法人社団弘秀会　米田　秀志 平元. 2. 1療養       120病院
     米田病院 加西市尾崎町字野田１０－１ 常　勤:    1理事長　米田　秀志 内   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269826,0062,1 佐竹医院 〒675-2312 07904-2-4057医療法人社団　佐竹医佐竹　甫 平元. 8. 1内   診療所
     加西市北条町北条１６ 常　勤:    2院　理事長　佐竹　信 ②消化器内科 現存
     (医       2)哉 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269926,0063,9 徳岡内科 〒675-2312 0790-42-0178医療法人社団　徳岡内徳岡　潤一 平 2. 1. 1内   診療所
     加西市北条町北条８６４番地－１常　勤:    1科　理事長　徳岡　潤 休止
     (医       1)一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270026,0064,7 あさじ医院 〒675-0000 07904-4-0225朝治　一樹 朝治　一樹 平 2. 3. 1内   外   診療所
     加西市下若井町２８４１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270126,0065,4 坂部整形外科 〒675-2322 0790-43-1444医療法人社団　坂部整坂部　泰彦 平 2. 4. 1一般    診療所
     加西市北条町西高室５３３番地の常　勤:    2形外科　理事長　坂部 整外 リウ リハ現存
     １ (医       2)　泰彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270226,0066,2 西村医院 〒675-2102 0790-49-0001医療法人社団西村医院西村　道也 平 2. 8. 1内   小   外  診療所
     加西市中野町４８番地の１ 常　勤:    1　理事長　西村　道也 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270326,0069,6 さたけ小児科 〒675-2311 07904-3-1717医療法人社団さたけ小佐竹　格 平 3. 5. 1小   診療所
     加西市北条町横尾８５７ 常　勤:    1児科　理事長　佐竹　 現存
     (医       1)格 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270426,0075,3 小野寺医院 〒675-2231 0790-48-3737医療法人社団小野寺医小野寺　芳伸 平 8. 8. 1内   診療所
     加西市王子町７７－３ 常　勤:    2院　理事長　小野寺　 ②循環器内科③現存
     (医       2)芳伸 平29. 8. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270526,0077,9 おりた外科胃腸科医院〒675-2303 0790-42-6000医療法人社団　おりた織田　耕三 平 9. 1. 1内   胃   外  診療所
     加西市北条町古坂６丁目１７ 常　勤:    1外科胃腸科医院　理事 整外 こう リハ現存
     (医       1)長　織田　耕三 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 270626,0080,3 なるせ皮膚科 〒675-2303 0790-42-6767医療法人社団　なるせ鳴瀬　一弘 平10. 6. 1皮   アレ 診療所
     加西市北条町古坂７丁目１２ 常　勤:    1皮膚科　理事長　鳴瀬 組織変更 現存
     (医       1)　一弘 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270726,0084,5 大杉内科医院 〒679-0103 0790-47-0023医療法人社団大杉内科大杉　幸男 平13. 5. 1内   胃   呼  診療所
     加西市別府町乙１１－２ 常　勤:    1医院　理事長　大杉　 組織変更 循   リハ 現存
     (医       1)幸男 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270826,0085,2 いずみ泌尿器科 〒675-2303 0790-42-5900泉　武寛 泉　武寛 平14. 6. 1ひ   診療所
     加西市北条町古坂７丁目１１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270926,0086,0 いまだ眼科 〒675-2312 0790-43-3933医療法人社団西村医院今田　葉子 平15. 4. 1眼   診療所
     加西市北条町北条２８番地の１ア常　勤:    1　理事長　西村　道也 新規 現存
     スティアかさい２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271026,0088,6 西村耳鼻咽喉科 〒675-2312 0790-42-6020西村　俊二 西村　俊二 平15. 4. 1耳い 診療所
     加西市北条町北条２８番の１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271126,0092,8 荒木医院 〒675-2303 0790-43-9711医療法人社団荒木医院荒木　悟 平17. 5. 1内   皮   アレ診療所
     加西市北条町古坂１丁目２番地 常　勤:    2　理事長　荒木　悟 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271226,0093,6 さかいこどもクリニッ〒675-2312 0790-43-0415酒井　圭子 酒井　圭子 平18. 5. 1小   アレ 診療所
     ク 加西市北条町北条２８－１アステ常　勤:    1 新規 現存
     ィアかさい２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271326,0094,4 みのりクリニック 〒675-2105 0790-49-8470医療法人社団　みのり鍵岡　朗 平19. 1. 1内   外   リハ診療所
     加西市下宮木町５４７番地の１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 放   現存
     (医       1)鍵岡　朗 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271426,0095,1 医療福祉センターきず〒675-2456 0790-44-2881社会福祉法人　養徳会常石　秀市 平19. 5. 1一般 病院
     な 加西市若井町字猪野８３番地３１常　勤:    3　理事長　内藤　道榮 新規     一般    80現存
     (医       3) 平25. 5. 1小   内   神内
     非常勤:   11 リハ 
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271526,0096,9 安積医院 〒675-2345 0790-46-0361医療法人社団安積医院安積　啓 平20. 8. 1内   診療所
     加西市西剣坂町９番地の１ 常　勤:    2　理事長　安積　啓 移動 循環器内科 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
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 271626,0097,7 堀井内科医院 〒675-2113 0790-49-0150堀井　幸恭 堀井　幸恭 平21.10. 1内   リハ 診療所
     加西市網引町５１８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271726,0098,5 あだち眼科 〒675-2303 0790-43-7007安達　功 安達　功 平21.11. 1眼   診療所
     加西市北条町古坂７丁目２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271826,0099,3 北条田仲病院 〒675-2312 0790-42-4950田仲　紀子 田仲　紀子 平25. 7. 4一般 病院
     加西市北条町北条３９１－３ 常　勤:    3 交代     一般    48現存
     (医       3) 平25. 7. 4内   ひ   整外
     非常勤:   16 放   
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271926,0102,5 まえだ内科神経内科ク〒675-2424 0790-45-2050医療法人社団真向会　前田　真伸 平29. 4. 1内   神内 診療所
     リニック 加西市野上町２７４ 常　勤:    1理事長　前田　真伸 組織変更 ③消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272026,0103,3 きし医院 〒675-2311 0790-43-8811岸　睦久 岸　睦久 平30. 4. 1精   心内 診療所
     加西市北条町横尾１０９１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272126,0104,1 安田内科・循環器内科〒675-2303 0790-43-7931安田　知行 安田　知行 平30. 5. 1内   診療所
     クリニック 加西市北条町古坂６７１番地 常　勤:    1 その他 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272227,0025,6 医療福祉センターのぎ〒679-1103 0795-32-3246社会福祉法人　養徳会安岡　俊介 昭50. 6. 1一般        60病院
     く 多可郡多可町中区牧野字国木谷１常　勤:    2　理事長　内藤　道榮 内   小   神  現存
     ８３－１ (医       2) 平29. 6. 1リハ 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272327,0026,4 多可赤十字病院 〒679-1114 0795-32-1223日本赤十字社　社長　西村　一男 昭50.10. 1一般        87病院
     多可郡多可町中区岸上２８０ 常　勤:   10近衞　忠煇 療養        23現存
     (医      10) 平29.10. 1内   外   婦  
     非常勤:   27 小   整外 眼  
     (医      27) 放   リハ 脳外
     皮   精   ひ  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 272427,0031,4 大隅医院 〒679-0322 0795-28-3146大隅　昭幸 大隅　昭幸 平 7. 6. 1内   診療所
     西脇市黒田庄町石原２６５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272527,0033,0 大山病院 〒679-0321 0795-28-3773社会医療法人社団　正大山　正 平 8. 8. 1一般       199病院
     西脇市黒田庄町田高３１３ 常　勤:   14峰会　理事長　大山　 外   内   眼  現存
     (医      14)正 平29. 8. 1脳外 皮   整外
     非常勤:   23 リハ ひ   婦  
     (医      23) 麻   形外 
     ②消内③消外⑤
     循内⑦乳外⑪こ
     う外⑭人工内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272627,0034,8 矢持医院 〒679-1135 0795-32-0059医療法人社団　矢持医矢持　健 平 9. 1. 1一般    診療所
     多可郡多可町中区安坂４０ 常　勤:    1院　理事長　矢持　健 内   消   外  現存
     (医       1) 平30. 1. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272727,0035,5 山本医院 〒679-1124 0795-32-3864医療法人社団　山本医山本　壽幸 平10. 6. 1内   胃   循  診療所
     多可郡多可町中区森本２３－４ 常　勤:    1院　理事長　山本　壽 組織変更 現存
     (医       1)幸 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272827,0038,9 近藤内科消化器科医院〒679-1113 0795-32-3990医療法人社団近藤内科近藤　行男 平11.12. 1内   消   循  診療所
     多可郡多可町中区中村町３９７ 常　勤:    1消化器科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　近藤　行男 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272927,0041,3 多可町国民健康保険八〒677-0105 0795-37-2010多可町長　吉田　一四迫　順一 平17.11. 1内   外   診療所
     千代診療所 多可郡多可町八千代区下村１０９常　勤:    1 交代 現存
     －１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273027,0042,1 多可町立松井庄診療所〒679-1211 0795-35-0029多可町長　吉田　一四高橋　亮彦 平17.11. 1内   診療所
     多可郡多可町加美区寺内２５１ 常　勤:    1 交代 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273127,0043,9 多可町立杉原谷診療所〒679-1327 0795-36-0212多可町長　吉田　一四戸田　忠一 平17.11. 1内   循   診療所
     多可郡多可町加美区市原４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273227,0044,7 ながお整形外科 〒679-1135 0795-32-5100長尾　憲孝 長尾　憲孝 平20. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     多可郡多可町中区安坂７１番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
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 273327,0045,4 おひさまにこにこクリ〒679-1115 0795-30-0130山口　仁 山口　仁 平20.11. 1小   精   心内診療所
     ニック 多可郡多可町中区天田４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273427,0046,2 伊藤医院 〒677-0121 0795-37-0235医療法人社団いとう内伊藤　通男 平27. 7. 1内   外   診療所
     多可郡多可町八千代区中野間１１常　勤:    1科　理事長　伊藤　惠 組織変更 現存
     ０７番地３ (医       1)子 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273528,0021,3 川野外科 〒675-0156 0794-35-3360川野　和雄 川野　和雄 昭51.12. 1消   外   皮ひ診療所
     加古郡播磨町東本荘２丁目６－６常　勤:    1 こう リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273628,0024,7 山口医院 〒675-1105 山口　晋 山口　晋 昭54. 4. 9内   小   診療所
     加古郡稲美町加古２５３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273728,0026,2 米山小児科 〒675-0160 米山　温子 米山　温子 昭54. 9. 1小   診療所
     加古郡播磨町西野添１丁目１４番常　勤:    1 現存
     ８号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273828,0029,6 明姫診療所 〒675-0160 高麗　基生 高麗　基生 昭56.10. 1内   消   循  診療所
     加古郡播磨町西野添三丁目１７番常　勤:    1 リハ 現存
     ６号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273928,0032,0 服部クリニック 〒675-0158 078-941-1234服部　正宏 服部　正宏 昭62. 3. 1内   胃   診療所
     加古郡播磨町北野添２丁目７－１常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274028,0033,8 おぎの耳鼻咽喉科 〒675-0151 荻野　興藏 荻野　興藏 平元. 5. 1耳い 診療所
     加古郡播磨町野添１６６７－１５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274128,0037,9 河合医院 〒675-0141 078-941-2255医療法人社団河合医院河合　勝 平 2. 7. 1内   小   外  診療所
     加古郡播磨町野添城３丁目６－１常　勤:    1　理事長　河合　勝 現存
     ９ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274228,0038,7 新谷クリニック 〒675-0151 新谷　猛 新谷　猛 平 2.12. 1精   神   診療所
     加古郡播磨町野添１６６２－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 274328,0040,3 私立稲美中央病院 〒675-1114 0794-92-3812医療法人社団　いなみ嘉瀬　正仁 平 4.10. 1一般        50病院
     加古郡稲美町国安字運上林１２８常　勤:    5会　理事長　藤川　雄 療養        60現存
     ６－２３ (医       5)三 平28.10. 1内   胃   外  
     非常勤:    8 整外 リハ 放  
     (医       8) 循   眼   耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274428,0044,5 宮本医院 〒675-1114 0794-92-0151宮本　和明 宮本　和明 平 8. 4. 1内   診療所
     加古郡稲美町国安４０１－５ 常　勤:    1 消内 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274528,0046,0 大村耳鼻咽喉科医院 〒675-1122 0794-96-5111大村　文秀 大村　文秀 平 9. 5. 1耳い 診療所
     加古郡稲美町中村１３３－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274628,0048,6 土山内科外科医院 〒675-0151 078-942-1918松本　典昭 松本　典昭 平10. 1. 1内   循   外  診療所
     加古郡播磨町野添１６６２－１ 常　勤:    1 交代 整外 皮   リハ現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274728,0049,4 医療法人社団友愛会　〒675-1121 079-492-0278医療法人社団　友愛会南川　博康 平10.11. 1精神       358病院
     (28,0044,1) 播磨サナトリウム 加古郡稲美町北山１２６４番地 常　勤:    9　播磨サナトリウム　 組織変更 精   神   歯  現存
     (医       9)理事長　山西　博道 平28.11. 1
     非常勤:   20
     (医      19)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274828,0051,0 くろだ小児科 〒675-0147 0794-30-2111医療法人社団　くろだ黒田　英造 平11. 5. 1小   アレ 診療所
     加古郡播磨町南大中１丁目１－２常　勤:    1小児科　理事長　黒田 組織変更 現存
     ５ (医       1)　英造 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274928,0052,8 上垣内科クリニック 〒675-1115 0794-92-0705医療法人社団　上垣内上垣　省三 平11. 5. 1内   小   循  診療所
     加古郡稲美町国岡３丁目７－２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　上垣　省三 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275028,0056,9 桂内科医院 〒675-1111 0794-95-7294桂　武生 桂　武生 平13. 3. 1内   胃   放  診療所
     加古郡稲美町印南字川北２４１３常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275128,0058,5 沼田クリニック 〒675-1105 079-492-1330医療法人社団　典永会沼田　典久 平13.12. 1外   リハ 診療所
     加古郡稲美町加古５３４５ 常　勤:    1　理事長　沼田　典久 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275228,0062,7 まつもと眼科 〒675-0150 079-435-5220松本　陽子 松本　陽子 平14.10. 1眼   診療所
     加古郡播磨町南野添三丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １１－２－４ (医       1) 平26.10. 1
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 275328,0063,5 寺岡耳鼻咽喉科 〒675-0150 0794-35-3376寺岡　優 寺岡　優 平14.10. 1耳い 診療所
     加古郡播磨町南野添三丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275428,0064,3 トナカイクリニック整〒675-0150 079-436-8558医療法人社団仁正会　小暮　晃久 平14.10. 1整外 リハ 診療所
     形外科・リハビリテー加古郡播磨町南野添三丁目１０番常　勤:    1理事長　中谷　徹也 新規 現存
     ション １１号 (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275528,0066,8 吉田皮膚科クリニック〒675-0150 079-441-1239吉田　司 吉田　司 平15. 4. 1皮   診療所
     加古郡播磨町南野添３丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275628,0069,2 岡本クリニック 〒675-0144 0794-37-2271医療法人社団光世誠会岡本　光人 平16. 7. 1一般        19診療所
     加古郡播磨町北本荘５丁目１０番常　勤:    1　理事長　岡本　光人 組織変更 外   内   整外現存
     １１号 (医       1) 平28. 7. 1リハ 他   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275728,0070,0 桃田小児科医院 〒675-1127 079-497-0700医療法人社団　桃田小桃田　哲也 平17. 2. 1小   診療所
     加古郡稲美町中一色字青の井８２常　勤:    2児科医院　理事長　桃 組織変更 現存
     ２番地の２ (医       2)田　哲也 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275828,0074,2 コスモクリニック 〒675-1115 079-496-5577医療法人社団奉志会　繁田　浩三 平19.11. 1脳外 神内 リハ診療所
     加古郡稲美町国岡２丁目９番７ 常　勤:    4理事長　大西　奉文 移動 婦   内   ひ  現存
     (医       4) 平25.11. 1心内 
     非常勤:    9 循環器内科
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275928,0075,9 友永クリニック 〒675-1126 079-497-0770医療法人社団　笑門会友永　健治 平21. 2. 1外   診療所
     加古郡稲美町幸竹１９４番地 常　勤:    1　理事長　友永　健治 組織変更 ①消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276028,0076,7 大西メディカルクリニ〒675-1115 079-492-0935医療法人社団　奉志会大西　奉文 平21. 4. 6整外 内   リハ診療所
     ック 加古郡稲美町国岡２丁目９番１ 常　勤:    4　理事長　大西　奉文 移動 リウ 外   心内現存
     (医       4) 平27. 4. 6形外 
     非常勤:   16 ③消化器内④循
     (医      16) 環器内⑦糖尿病
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 276128,0079,1 医療法人社団仙齢会　〒675-0158 078-943-0050医療法人社団仙齢会　柏木　亮一 平23. 7. 1一般        89病院
     はりま病院 加古郡播磨町北野添２丁目１番１常　勤:    7理事長　荒尾　潤 移動 内   外   整外現存
     ５号 (医       7) 平29. 7. 1リハ 精   
     非常勤:   28 ②消内　③内視
     (医      28) 鏡内　⑤消外　
     ⑥内視鏡外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276228,0080,9 ふじたこどもクリニッ〒675-1115 079-441-8760藤田　晃生 藤田　晃生 平24.10. 1小   診療所
     ク 加古郡稲美町国岡１丁目１５０番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276328,0081,7 別府眼科クリニック 〒675-1115 079-497-0111別府　英明 別府　英明 平24.10. 1眼   診療所
     加古郡稲美町国岡１－１５１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276428,0083,3 うえだ皮フ科クリニッ〒675-0151 078-941-1120医療法人社団　うえだ堀川　達弥 平27. 1. 1皮   診療所
     ク 加古郡播磨町野添１６５４番地の常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ５ (医       1)上田　佑香 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276528,0084,1 おおた内科クリニック〒675-0158 078-942-3355大田　博之 大田　博之 平27. 6. 1内   リウ 診療所
     加古郡播磨町北野添２丁目６番５常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ８号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276628,0085,8 神前医院 〒675-0143 079-436-6777神前　博信 神前　博信 平27.10. 1内   診療所
     加古郡播磨町宮北３丁目１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276728,0086,6 秋澤診療所 〒675-0144 079-437-1500医療法人社団はじめ会柏木　秀夫 平28. 1. 1内   心内 精  診療所
     加古郡播磨町北本荘２丁目７番１常　勤:    1秋澤診療所　理事長　 組織変更 現存
     号柴屋ビル２階 (医       1)秋澤　一 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276828,0087,4 三木内科クリニック 〒675-1127 079-451-8140三木　正敏 三木　正敏 平28. 5. 1内   診療所
     加古郡稲美町中一色青の井８２５常　勤:    1 新規 ②消化器内科　現存
     －１ (医       1) 平28. 5. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276928,0088,2 荒木皮フ科 〒675-1115 079-497-0880荒木　徹也 荒木　徹也 平28. 5. 1皮   アレ 診療所
     加古郡稲美町国岡２丁目４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 277028,0089,0 まついクリニック 〒675-0150 079-436-8100松井　隆 松井　隆 平28. 4. 1ひ   診療所
     加古郡播磨町南野添３丁目１０番常　勤:    1 その他 ②腎臓内科 現存
     １１号セフレ播磨２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277128,0091,6 浅井クリニック 〒675-0143 079-437-6306医療法人社団浅井クリ浅井　達哉 平28. 9. 1整外 内   リウ診療所
     加古郡播磨町宮北１丁目５番１４常　勤:    1ニック　理事長　浅井 移動 リハ 現存
     号 (医       1)　達哉 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277228,0092,4 かわしま内科クリニッ〒675-0144 079-436-2660河島　哲也 河島　哲也 平28.10. 1内   呼内 診療所
     ク 加古郡播磨町北本荘１丁目１４－常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     １４ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277328,0093,2 かわぐち腎泌尿器科・〒675-1115 079-497-5877川口　正志 川口　正志 平29.10. 2ひ   内   診療所
     内科クリニック 加古郡稲美町国岡２丁目９番７号常　勤:    1 新規 ②腎臓内科 現存
     コスモビル１Ｆ (医       1) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277428,0094,0 しらい皮フ科クリニッ〒675-1127 079-441-8708白井　成鎬 姜　成鎬（白井成鎬）平29.11. 1皮   診療所
     ク 加古郡稲美町中一色字青の井８２常　勤:    1 新規 現存
     １番１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277528,0095,7 後藤医院 〒675-1114 079-492-0065後藤　泰彦 後藤　泰彦 平30. 1. 1内   皮   診療所
     加古郡稲美町国安４７９番地 常　勤:    2 交代 消化器内 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277630,0019,3 独立行政法人労働者健〒660-0064 06-6416-1221独立行政法人労働者健林　紀夫 昭35. 8. 1一般       642病院
     (30,0006,6) 康安全機構関西労災病尼崎市稲葉荘３丁目１－６９ 常　勤:  177康安全機構　理事長　 内   神内 外  現存
     院 (医     175)有賀　徹 平29. 8. 1呼外 心外 脳外
     (歯       2) 整外 形外 精  
     非常勤:  152 小   皮   ひ  
     (医     151) 産婦 眼   耳い
     (歯       1) リハ 放   病理
     麻   歯   歯外
     消内　循内　腫
     内　頭頸部外　
     消外　乳外　放
     治　放診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277730,0226,4 臼井医院 〒661-0953 06-6491-3237栗栖　孝子 栗栖　孝子 昭35.10.17内   外   診療所
     尼崎市東園田町６丁目１２１－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.17
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 277830,0240,5 医療法人郁芳会青木診〒660-0063 06-6417-5921医療法人　郁芳会　青青木　芳夫 昭35.11. 1一般        19診療所
     療所 尼崎市大庄北４丁目１２－１０ 常　勤:    2木診療所　理事長　青 外   リハ 消  現存
     (医       2)木　芳夫 平29.11. 1整外 こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277930,0268,6 社会医療法人　中央会〒661-0976 06-6499-3045社会医療法人中央会　伊福　秀貴 昭35.11. 1一般       189病院
     (30,0523,0) 　尼崎中央病院 尼崎市潮江１丁目１２－１ 常　勤:   44理事長　吉田　純一 療養       120現存
     (医      41) 平29.11. 1内   呼内 神内
     (歯       3) 心内 リウ 外  
     非常勤:  156 脳外 心外 整外
     (医     152) 皮   形外 眼  
     (歯       4) 耳い ひ   婦  
     呼外 リハ 放  
     麻   歯   歯外
     消内　循内　血
     内　糖内　消外
     　肛外　乳外　
     病診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278030,0270,2 医療法人岡田病院 〒660-0893 06-6401-1851医療法人　岡田病院　山根　歳章 昭35.11. 1一般        25病院
     尼崎市西難波町４－５－１８ 常　勤:    1理事長　岡田　実 療養        35現存
     (医       1) 平29.11. 1外   内   整外
     非常勤:   14 皮   精   呼内
     (医      14) 放   リハ 
     消化器外科　消
     化器内科　肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278130,0272,8 医療法人尼崎厚生会立〒661-0025 06-6438-3761医療法人尼崎厚生会　河　良明 昭35.11. 1一般        68病院
     花病院 尼崎市立花町４丁目３－１８ 常　勤:   11理事長　島﨑　信子 療養       204現存
     (医      11) 平29.11. 1内   外   整外
     非常勤:    7 脳外 皮   リハ
     (医       7) 放   アレ ひ  
     ②消化器内科　
     糖尿病・内分泌
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278230,0288,4 尼崎製缶株式会社診療〒660-0076 06-6416-7551尼崎製罐株式会社　所谷口　幸子 昭36. 2.13内   外   診療所
     所 尼崎市大島１丁目４１－１ 常　勤:    1長　森本　實 現存
     (医       1) 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278330,0293,4 土肥産婦人科 〒661-0025 06-6429-8541土肥　定 土肥　定 昭36. 4. 1一般    診療所
     尼崎市立花町２丁目２０－１ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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 278430,0310,6 医療法人旭会　園田病〒661-0953 06-6491-9521医療法人旭会　理事長橋本　創 昭37. 4. 1療養        84病院
     院 尼崎市東園田町２丁目４８－７ 常　勤:    2　赤松　久司 内   外   リハ現存
     (医       2) 平28. 4. 1胃   呼   こう
     非常勤:   20 放   神内 
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278530,0323,9 日新製鋼株式会社　尼〒660-0092 06-6416-1031日新製鋼株式会社　尼梅下　浩司 昭37. 8. 8内   外   診療所
     崎製造所　診療所 尼崎市鶴町１ 常　勤:    1崎製造所　所長　沖山 現存
     (医       1)　卓司 平28. 8. 8
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278630,0365,0 医療法人兼誠会　杉安〒661-0022 06-6429-1463医療法人社団　兼誠会新井　永植 昭36. 1. 1療養       129病院
     病院 尼崎市尾浜町２丁目２６－１３ 常　勤:    4　杉安病院　理事長　 内   外   整外現存
     (医       4)杉安　保宣 平30. 1. 1ひ   リハ 放  
     非常勤:   23 皮   形外 
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278730,0412,0 モリモト医院 〒660-0052 06-6416-7413森本　和夫 森本　和夫 昭38. 1. 1内   小   診療所
     尼崎市七ツ松町３丁目１７－１０常　勤:    1 休止
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278830,0438,5 那須婦人科クリニック〒661-0002 06-6421-3213那須　千鶴子 那須　千鶴子 昭39. 4. 1婦   診療所
     尼崎市塚口町１丁目１８－１０－常　勤:    1 現存
     １０１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278930,0447,6 海辺医院 〒660-0077 06-6416-0334海辺　正博 海辺　正博 昭39.10. 1内   呼   胃  診療所
     尼崎市大庄西町１丁目３８－１８常　勤:    1 小   放   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279030,0510,1 多米外科医院 〒661-0982 06-6491-3282多米　久 多米　久 昭42. 1. 1外   整外 皮ひ診療所
     尼崎市食満７丁目１－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279130,0513,5 中馬病院 〒660-0862 06-6411-6081医療法人中馬医療財団中馬　淳 昭42. 3. 6療養        65病院
     尼崎市開明町３丁目２９番地 常　勤:    5　理事長　中馬　淳 内   消   外  現存
     (医       5) 平30. 3. 6整外 リハ 放  
     非常勤:   17 循   精   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 279230,0514,3 西武庫病院 〒661-0043 06-6431-0015医療法人中馬医療財団谷本　道則 昭42. 3. 6一般 病院
     尼崎市武庫元町２丁目４番１３号常　勤:    3　理事長　中馬　淳     療養    59現存
     (医       3) 平30. 3. 6内   胃   外  
     非常勤:   11 整外 皮   ひ  
     (医      11) こう リハ 放  
     消   循   脳外
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279330,0592,9 白井医院 〒660-0051 06-6481-5669白井　敏子 白井　敏子 昭45. 3. 1内   呼   消  診療所
     尼崎市東七松町１丁目９－１８ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279430,0640,6 串田外科医院 〒661-0035 06-6432-6752串田　俊郎 串田　俊郎 昭47. 6. 1内   外   整外診療所
     尼崎市武庫之荘５丁目３３－５ 常　勤:    1 皮   リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279530,0643,0 第一診療所 〒660-0811 06-6481-5504阪神医療生活協同組合豊田　哲守 昭47. 6. 1内   放   診療所
     尼崎市常光寺１丁目２７－２１ 常　勤:    1　理事長　中村　大蔵 ②消化器内 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279630,0661,2 芦田外科皮フ科 〒661-0035 06-6436-0151芦田　和彦 芦田　和彦 昭48. 7. 1内   胃   外  診療所
     尼崎市武庫之荘２丁目５－１６ 常　勤:    1 整外 皮   こう現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279730,0678,6 岡本医院 〒661-0035 06-6436-5335岡本　重一 岡本　重一 昭49. 5. 1内   外   循  診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目２２－１１常　勤:    1 胃   皮   小  現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279830,0691,9 伊藤眼科クリニック 〒660-0077 06-6416-3977伊藤　興喜 伊藤　興喜 昭49.10. 1眼   診療所
     尼崎市大庄西町１丁目２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279930,0693,5 公益財団法人尼崎健康〒661-0026 06-6436-8701公益財団法人尼崎健康末廣　文彦 昭49.11. 1内   小   耳い診療所
     医療財団休日夜間急病尼崎市水堂町３丁目１５－２０ 常　勤:    1医療財団　理事長　江 眼   現存
     診療所 (医       1)川　隆生 平28.11. 1
     非常勤:  261
     (医     261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 280030,0719,8 酒井医院 〒660-0814 06-6488-3541酒井　忠 酒井　忠 昭50. 9. 1一般    診療所
     尼崎市杭瀬本町２丁目２４－１１常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280130,0732,1 土谷医院 〒660-0885 06-6411-8741土谷　文彦 土谷　文彦 昭51. 6. 1内   小   診療所
     尼崎市神田南通３丁目８５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280230,0738,8 高寺医院 〒660-0076 06-6419-1470高寺　美文 高寺　美文 昭51.12. 1内   小   診療所
     尼崎市大島１丁目２５－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280330,0764,4 医療法人緑清会樋口胃〒660-0881 06-6482-0110医療法人緑清会樋口胃花田　善行 昭53. 5. 1一般        60病院
     腸病院 尼崎市昭和通１丁目１７－６ 常　勤:    3腸病院　理事長　花田 内   外   放  現存
     (医       3)　善行 平29. 5. 1消化器内科、消
     非常勤:    1 化器外科　肛門
     (医       1) 外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280430,0765,1 医療法人純徳会田中病〒660-0084 06-6416-6931医療法人　純徳会　田金澤　優純 昭53. 5. 1一般       135病院
     院 尼崎市武庫川２丁目２ 常　勤:    4中病院　理事長　金澤 内   外   整外現存
     (医       4)　優純 平29. 5. 1皮   リハ 放  
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280530,0778,4 梅田眼科 〒661-0033 06-6436-5906梅田　充宏 梅田　充宏 昭54. 4. 1眼   診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目３５－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280630,0780,0 黒瀬医院 〒661-0983 06-6494-0556黒瀬　襄 黒瀬　襄 昭54. 6. 1小   診療所
     尼崎市口田中２丁目１－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280730,0784,2 富永外科肛門科 〒660-0052 06-6419-7462富永　宗一 文　宗一（富永宗一）昭54. 7. 1一般        10診療所
     尼崎市七松町２丁目２－３ 常　勤:    2 こう 眼   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280830,0808,9 大隈整形外科 〒660-0054 06-6419-0707大隈　義亜 大隈　義亜 昭55. 9. 1整外 リハ 診療所
     尼崎市西立花町５丁目１－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 280930,0828,7 阪神医生協診療所 〒660-0803 06-6488-8648阪神医療生活協同組合藤野　隆興 昭56. 7. 1一般        19診療所
     尼崎市長洲本通１丁目１６－１７常　勤:    2　理事長　中村　大蔵 内   整外 呼内現存
     (医       2) 平29. 7. 1リハ 
     非常勤:    8 消化器内科
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281030,0829,5 株式会社大阪チタニウ〒660-0844 06-6413-7998株式会社大阪チタニウ岩根　幹能 昭56. 7.21内   外   皮  診療所
     ムテクノロジーズ診療尼崎市東浜町１番地 常　勤:    1ムテクノロジーズ　代 現存
     所 (医       1)表取締役社長　杉﨑　 平29. 7.21
     非常勤:    1康昭
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281130,0847,7 頭司耳鼻咽喉科医院 〒661-0012 06-6427-3310頭司　研作 頭司　研作 昭58. 4. 1耳い 気食 診療所
     尼崎市南塚口町２丁目２１－２６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281230,0859,2 戸ノ内診療所 〒661-0961 06-6499-5962尼崎医療生活協同組合下地　富安 昭59. 3. 1内   小   整外診療所
     尼崎市戸ノ内町３丁目２９ー８ 常　勤:    1　理事長　船越　正信 放   皮   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281330,0865,9 医療法人永仁会尼崎永〒660-0861 06-6413-3515医療法人永仁会　理事永井　博之 昭59.10. 1療養        21病院
     仁会病院 尼崎市御園町３－３ 常　勤:    1長　永井　博之 内   循   透析現存
     (医       1) 平29.10. 1他   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281430,0867,5 高田泌尿器科 〒660-0823 06-6487-0503高田　健一 高田　健一 昭59.11. 1ひ   皮   診療所
     尼崎市大物町２丁目２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281530,0869,1 辻岡医院 〒660-0053 06-6416-7909辻岡　良 辻岡　良 昭59.12.28内   診療所
     尼崎市南七松町１丁目２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281630,0870,9 医療法人一誠会大原病〒660-0877 06-6411-3124医療法人　一誠会　理辻岡　洋 昭60. 1. 1療養        72病院
     院 尼崎市宮内町１－９ 常　勤:    1事長　武久　洋三 内   外   整外現存
     (医       1) 平30. 1. 1リハ 放   
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281730,0871,7 木村医院 〒661-0031 06-6431-5338木村　信彦 木村　信彦 昭60. 3. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市武庫之荘本町２丁目２１－常　勤:    1 小   現存
     １５ (医       1) 平30. 3. 1
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 281830,0883,2 杉山医院 〒661-0043 06-6431-3666杉山　誠 杉山　誠 昭60.12. 1内   小   診療所
     尼崎市武庫元町３丁目１－６１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281930,0885,7 医療法人朗源会大隈病〒660-0814 06-6481-1667医療法人　朗源会　理大隈　健英 昭61. 2. 1一般        43病院
     院 尼崎市杭瀬本町２丁目１７－１３常　勤:    7事長　大隈　義彦 療養        96現存
     (医       7) 平28. 2. 1内   呼内 外  
     非常勤:   33 整外 心外 麻  
     (医      33) ひ   リハ 放  
     ②循内③消内　
     糖内　消外　乳
     外　こう外　ペ
     イン
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282030,0903,8 武田内科小児科 〒660-0892 06-6401-5578武田　俊彦 武田　俊彦 昭61.11. 1内   小   診療所
     尼崎市東難波町３丁目２１－２１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282130,0910,3 伊藤産婦人科医院 〒661-0012 06-6426-6155医療法人　伊藤産婦人伊藤　進一 昭62. 1. 1一般         8診療所
     尼崎市南塚口町１丁目７－５ 常　勤:    1科医院　理事長　伊藤 産婦 現存
     (医       1)　進一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282230,0911,1 浜田小児科内科クリニ〒661-0012 06-6429-3009医療法人社団　浜田小濵田　泰 昭62. 1. 1内   小   アレ診療所
     ック 尼崎市南塚口町２丁目４－２１ 常　勤:    1児科内科クリニック　 現存
     (医       1)理事長　濵田　泰 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282330,0912,9 作道診療所 〒661-0978 06-6428-2223医療法人社団　正道会作道　義治 昭62. 1. 1療養    診療所
     尼崎市久々知西町２丁目２－７ 常　勤:    1　理事長　作道　義治 内   胃   外  現存
     (医       1) 平29. 1. 1整外 リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282430,0913,7 医療法人社団深江医院〒660-0052 06-6419-1155医療法人社団　深江医深江　卓司 昭62. 1. 1整外 外   皮  診療所
     尼崎市七松町１丁目１０－２０ 常　勤:    2院　理事長　深江　卓 リハ 内   耳い現存
     (医       2)司 平29. 1. 1麻   小   
     非常勤:   20 消化器内科　消
     (医      20) 化器外科　循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282530,0916,0 親里医院 〒661-0002 06-6423-1011親里　嘉通 親里　嘉通 昭62. 2. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市塚口町３丁目３８－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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 282630,0919,4 津田診療所 〒660-0052 06-6416-6877津田　照男 津田　照男 昭62. 4. 1内   胃   小  診療所
     尼崎市七松町２丁目１０－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282730,0922,8 医療法人社団山下眼科〒660-0063 06-6417-8561医療法人社団　山下眼山下　秀明 昭62. 5. 1一般         5診療所
     尼崎市大庄北４丁目１９－１７ 常　勤:    1科　理事長　山下　秀 眼   現存
     (医       1)明 平29. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282830,0923,6 浅野クリニック 〒660-0814 06-6481-0066医療法人社団　浅野ク浅野　佳秀 昭62. 5. 1内   胃   診療所
     尼崎市杭瀬本町１丁目２７－２１常　勤:    1リニック　理事長　浅 現存
     (医       1)野　佳秀 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282930,0924,4 松田医院 〒661-0023 06-6429-1025医療法人社団松田医院松田　淳 昭62. 6. 1内   胃   診療所
     尼崎市大西町１丁目１－３０ 常　勤:    1　理事長　松田　淳 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283030,0927,7 明石クリニック 〒661-0002 06-6422-6488明石　恭治 明石　恭治 昭62. 9. 1一般    診療所
     尼崎市塚口町６丁目１８－１１ 常　勤:    1 内   小   アレ現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283130,0932,7 野眼科 〒661-0022 06-6427-8811 野　眞弓 野　眞弓 昭62.11. 1眼   診療所
     尼崎市尾浜町２丁目１４－１８ 現存
     平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283230,0934,3 渡辺眼科医院 〒660-0805 06-6482-7011渡邊　和子 渡邊　和子 昭62.11. 1眼   診療所
     尼崎市西長洲町２丁目３０－２１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283330,0938,4 医療法人社団立花内科〒661-0025 06-6438-1341医療法人社団　立花内飯田　豊 昭63. 1. 1一般        17診療所
     産婦人科医院 尼崎市立花町４丁目３－２２ 常　勤:    4科産婦人科医院　理事 内   産婦 放  現存
     (医       4)長　飯田　豊 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283430,0943,4 西脇内科理学診療所 〒661-0046 06-6436-0148西脇　行雄 西脇　行雄 昭63. 4. 1内   リハ 放  診療所
     尼崎市常松１丁目５－２０北武庫常　勤:    1 現存
     ノ荘フレックス１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283530,0960,8 大原クリニック 〒661-0033 06-6436-2531大原　敬太郎 大原　敬太郎 平元. 1. 9一般    診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目２１－２常　勤:    2 産婦 内   現存
     ４ (医       2) 平28. 1. 9
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 283630,0962,4 中井医院 〒661-0967 06-6499-6466中井　京子 中井　京子 昭64. 1. 1内   小   診療所
     尼崎市浜２丁目５－９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283730,0967,3 毛利耳鼻咽喉科診療所〒660-0814 06-6481-5253毛利　純 毛利　純 平元. 2. 1耳い 診療所
     尼崎市杭瀬本町１丁目１２－１３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283830,0972,3 増田医院 〒661-0965 06-6499-6880増田　勉 増田　勉 平元. 5. 1内   麻   診療所
     尼崎市次屋１丁目２４－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283930,0974,9 勝谷医院 〒660-0052 06-6416-1684医療法人社団　勝谷医勝谷　友宏 平元. 5. 1内   小   診療所
     尼崎市七松町２丁目１７－２１ 常　勤:    2院　理事長　勝谷　友 現存
     (医       2)宏 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284030,0975,6 クリニック肥田 〒661-0012 06-6426-1516医療法人社団クリニッ肥田　候一郎 平元. 5. 1内   神内 外  診療所
     尼崎市南塚口町３丁目４－２７ 常　勤:    1ク肥田　理事長　肥田 脳外 現存
     (医       1)　候一郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284130,0982,2 田中眼科 〒661-0002 06-6429-0319田中　令子 田中　令子 平元. 8. 1 診療所
     尼崎市塚口町４丁目１５－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284230,0984,8 安武皮膚科 〒661-0035 06-6436-5803安武　弘子 安武　弘子 平元. 7. 1皮   診療所
     尼崎市武庫之荘４丁目５－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284330,0985,5 医療法人社団松井医院〒660-0812 06-6481-2721医療法人社団　松井医松井　朝之 平元. 8. 1内   小   診療所
     尼崎市今福２丁目１－６ 常　勤:    1院　理事長　松井　朝 現存
     (医       1)之 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284430,0987,1 飛松内科胃腸科医院 〒661-0026 06-6436-5500医療法人社団　飛松内飛松　良和 平元. 8. 1内   胃   放  診療所
     尼崎市水堂町１丁目１－６ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 現存
     (医       1)　飛松　良和 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284530,0988,9 林耳鼻咽喉科医院 〒661-0025 06-6436-3061医療法人社団　林耳鼻林　淳介 平元. 8. 1耳い 診療所
     尼崎市立花町４丁目３－１８ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)林　淳介 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284630,0995,4 山城小児科医院 〒661-0002 06-6421-4578医療法人社団　山城診山本　千尋 平元.11. 1小   アレ 診療所
     尼崎市塚口町１丁目１０－１６ 常　勤:    1療所　理事長　山本　 現存
     (医       1)千尋 平28.11. 1
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 284730,0998,8 尾崎医院 〒661-0025 06-6427-7366医療法人社団堯風会　尾崎　馨 平 2. 1. 1内   外   こう診療所
     尼崎市立花町３丁目１６－３０ 常　勤:    2理事長　尾崎　馨 麻   現存
     (医       2) 平29. 1. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284830,2002,7 眼科クリニック田岡 〒661-0001 06-6421-0081田岡　信明 田岡　信明 平 2. 4. 1眼   診療所
     尼崎市塚口本町４丁目８－１Ｍ－常　勤:    1 現存
     １３２－１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284930,2004,3 衣笠眼科 〒661-0974 06-6492-1336医療法人社団　衣笠会衣笠　佳子 平 2. 5. 1眼   診療所
     尼崎市若王寺２丁目３－７ 常　勤:    1　理事長　衣笠　隆之 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285030,2009,2 産科・婦人科衣笠クリ〒661-0974 06-6494-0070医療法人社団　衣笠会衣笠　隆之 平 2. 5. 1一般         4診療所
     ニック 尼崎市若王子２丁目１５－５ 常　勤:    2　理事長　衣笠　隆之 産婦 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285130,2015,9 山口診療所 〒661-0035 06-6432-7328医療法人社団山口診療山口　眞子 平 2. 8. 1一般         2診療所
     尼崎市武庫之荘３丁目１－１ 常　勤:    2所　理事長　山口　眞 内   小   胃  現存
     (医       2)子 平29. 8. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285230,2024,1 中山眼科医院 〒661-0025 06-6426-5370医療法人社団中山眼科中山　千里 平 2.12. 1眼   診療所
     尼崎市立花町２丁目９－２０ 常　勤:    2医院　理事長　中山　 現存
     (医       2)千里 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285330,2027,4 医療法人社団小川医院〒660-0083 06-6416-7789医療法人社団　小川医小川　説郎 平 3. 1. 7内   神内 胃  診療所
     尼崎市道意町４丁目４０－３ 常　勤:    2院　理事長　小川　説 循   小   外  現存
     (医       2)郎 平30. 1. 7整外 皮   リハ
     非常勤:    5 放   アレ 美外
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285430,2029,0 幸田医院 〒660-0875 06-6412-7731医療法人社団幸田医院幸田　正明 平 3. 1. 1内   循   診療所
     尼崎市南竹谷町１丁目１－４ 常　勤:    1　理事長　幸田　正明 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285530,2031,6 平原眼科 〒661-0043 06-6438-5526平原　將好 平原　將好 平 3. 2. 1眼   診療所
     尼崎市武庫元町２丁目１９－２プ常　勤:    1 現存
     レアール武庫之荘１階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285630,2032,4 三上クリニック 〒660-0055 06-6416-8811医療法人社団清医会　森　頴太郎 平 3. 2. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市稲葉元町２丁目１８－１２常　勤:    2理事長　三上　由紀子 現存
     ルイシャトービル１階 (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 285730,2033,2 尼崎市立たじかの園 〒661-0024 06-6423-3289尼崎市長　稲村　和美池田　輝生 平 3. 4. 1リハ 小   内  診療所
     尼崎市三反田町１丁目１番１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285830,2034,0 森クリニック 〒661-0001 06-6426-8586森　一高 森　一高 平 3. 4. 1外   整外 リハ診療所
     尼崎市塚口本町３丁目３２－２０常　勤:    1 リウ 現存
     つかしんロイヤルハイツ２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285930,2036,5 医療法人永仁会尼崎北〒661-0012 06-6421-7600医療法人永仁会　理事藤巻　恵一 平 3. 5. 1内   診療所
     永仁会クリニック 尼崎市南塚口町１丁目５番２１号常　勤:    1長　永井　博之 循環器内科　人現存
     (医       1) 平30. 5. 1工透析内科　腎
     非常勤:    2 臓内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286030,2037,3 上原口泌尿器科 〒661-0002 06-6421-0139医療法人社団薫会　理上原口　弘 平 3. 5. 1ひ   診療所
     尼崎市塚口町１丁目２１－２ 常　勤:    1事長　上原口　弘 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286130,2041,5 中村クリニック 〒661-0025 06-6429-5677中村　俊則 中村　俊則 平 3. 7. 1内   放   リハ診療所
     尼崎市立花町３丁目１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286230,2042,3 尾上医院耳鼻咽喉科皮〒660-0076 06-6417-7046医療法人社団尾上医院尾上　義浩 平 3. 6. 1耳い 皮   内  診療所
     フ科内科 尼崎市大島１丁目１－１ 常　勤:    2　理事長　尾上　義浩 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286330,2044,9 吉田内科 〒661-0021 06-6428-7227吉田　信芳 吉田　信芳 平 3. 9. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市名神町２丁目４－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286430,2046,4 正木診療所 〒661-0979 06-6492-9533医療法人社団正木診療正木　繁 平 3. 9. 1内   皮   小  診療所
     尼崎市上坂部３丁目２６－３ 所　理事長　正木　繁 現存
     平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286530,2048,0 本田診療所 〒660-0077 06-6419-6581尼崎医療生活協同組合森　敬良 平 3.10. 1内   小   皮  診療所
     尼崎市大庄西町２丁目２９－１５常　勤:    2　理事長　船越　正信 整外 リハ 放  現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 286630,2049,8 杉原小児科内科医院 〒661-0012 06-6429-8059杉原　加寿子 杉原　加寿子 平 3.12. 1内   小   アレ診療所
     尼崎市南塚口町１丁目３－２０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286730,2054,8 阪神漢方研究所附属ク〒660-0803 06-6487-2506阪神医療生活協同組合伊添　千寿 平 4. 6. 1内   皮   アレ診療所
     リニック 尼崎市長洲本通１丁目１３－１５常　勤:    1　理事長　中村　大蔵 ②漢方内科 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286830,2055,5 すずき整形外科 〒661-0967 06-6494-1064鈴木　宏 鈴木　宏 平 4. 6. 1外   整外 リハ診療所
     尼崎市浜２丁目２４－１６サニー常　勤:    1 リウ 現存
     プラザ１０１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286930,2056,3 こはた医院 〒660-0892 06-6481-8361木幡　達 木幡　達 平 4. 6. 1内   循   小  診療所
     尼崎市東難波町３丁目８－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287030,2060,5 高橋診療所 〒660-0064 06-6412-8235高橋　顯 高橋　顯 平 4.12. 1消   外   診療所
     尼崎市稲葉荘１丁目１４－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287130,2061,3 吉良整形外科医院 〒660-0815 06-6481-3073医療法人社団　永伸会吉良　貞伸 平 4.11. 1内   整外 皮  診療所
     尼崎市杭瀬北新町１丁目１０－２常　勤:    2　理事長　吉良　貞伸 リハ リウ 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287230,2062,1 宮本内科 〒660-0883 06-6413-0102医療法人社団真裕会　宮本　義勝 平 4.11. 1内   診療所
     尼崎市神田北通６丁目１６４番地常　勤:    1理事長　宮本　義勝 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287330,2065,4 南川クリニック内科 〒661-0001 06-6423-0202医療法人社団　南川ク南川　辰夫 平 4.11. 1内   小   放  診療所
     尼崎市塚口本町２丁目２０－１ 常　勤:    1リニック内科　理事長 胃   現存
     (医       1)　南川　辰夫 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287430,2066,2 節家循環器科クリニッ〒661-0012 06-6421-6100医療法人社団　節家循節家　直己 平 4.12. 1内   小   診療所
     ク 尼崎市南塚口町１丁目６－２ 常　勤:    1環器科クリニック　理 ①循環器内科 現存
     (医       1)事長　節家　直己 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 287530,2067,0 南川クリニック 〒661-0001 06-6423-3046医療法人社団　南川ク南川　義夫 平 4.12. 1一般        11診療所
     尼崎市塚口本町２丁目２０－１ 常　勤:    1リニック　理事長　南 産婦 現存
     (医       1)川　義夫 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287630,2068,8 三圭会中川医院 〒661-0953 06-6491-3971医療法人社団　三圭会中川　純一 平 4.12. 1内   外   小  診療所
     尼崎市東園田町３丁目１５－４ 常　勤:    2　中川医院　理事長　 循環器内科　消現存
     (医       2)中川　昭一 平28.12. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287730,2069,6 鈴木クリニック 〒661-0013 06-6421-1323医療法人社団　鈴木ク鈴木　典男 平 4.12. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市栗山町２丁目１３－１ 常　勤:    1リニック　理事長　鈴 小   現存
     (医       1)木　典男 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287830,2070,4 第２あすか診療所 〒661-0033 06-6436-0677医療法人社団幸生会　坂本　有希子 平 4.12. 1内   放   診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目３０－１常　勤:    2理事長　坂本　有希子 ②循環器内科　現存
     ２ (医       2) 平28.12. 1消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287930,2072,0 村瀬整形外科 〒660-0892 06-6487-3802村瀬　徹哉 村瀬　徹哉 平 5. 1. 1整外 リハ 診療所
     尼崎市東難波町５丁目３－８サン常　勤:    1 現存
     コート東難波１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288030,2073,8 河村医院 〒661-0002 06-6421-5487医療法人社団　河村医原　万里子 平 5. 1. 1耳い アレ 診療所
     尼崎市塚口町１丁目２－２ 常　勤:    1院　理事長　原　万里 現存
     (医       1)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288130,2074,6 中家クリニック 〒661-0981 06-6498-1158中家　康博 中家　康博 平 5. 5. 1外   脳外 診療所
     尼崎市猪名寺２丁目２－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288230,2076,1 松村クリニック 〒661-0043 06-6431-2208医療法人社団　松村ク松村　徹也 平 5. 5. 1内   消   診療所
     尼崎市武庫元町２丁目２０－５ 常　勤:    1リニック　理事長　松 現存
     (医       1)村　徹也 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288330,2079,5 医療法人社団三和会立〒660-0054 06-6418-5588医療法人社団三和会　斉藤　秀美 平 5. 6. 1内   消   放  診療所
     花三和クリニック 尼崎市西立花町２丁目１－８－１常　勤:    1理事長　山田　哲明 現存
     ０７ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 288430,2080,3 藤野小児科 〒661-0043 06-6431-1313医療法人社団　藤野小藤野　正芳 平 5. 6. 1小   診療所
     尼崎市武庫元町１丁目２６－１２常　勤:    1児科　理事長　藤野　 現存
     (医       1)正芳 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288530,2083,7 庄村医院 〒661-0003 06-6421-0096庄村　一 庄村　一 平 5. 6. 1内   小   診療所
     尼崎市富松町１丁目１－２９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288630,2085,2 大藤第三診療所 〒661-0967 06-6499-3669医療法人社団　大藤会小林　知行 平 5.10. 1内   外   診療所
     尼崎市浜３丁目２１ 常　勤:    1　理事長　大野　秀規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288730,2088,6 潮江田中医院 〒660-0808 06-6499-3188田中　豊助 田中　豊助 平 5.10. 1内   外   整外診療所
     尼崎市潮江１－９－１５ 常　勤:    1 リハ 放   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288830,2089,4 山口クリニック 〒660-0885 06-6411-6260医療法人社団　善友会山口　巖 平 5.10.12内   小   外  診療所
     尼崎市神田南通５丁目１２６ 常　勤:    1佐守　山口クリニック リハ 現存
     (医       1)　理事長　山口　巖 平29.10.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288930,2093,6 山田クリニック 〒661-0978 06-6427-1158医療法人社団　快癒会山田　周立 平 5.12. 1内   外   神内診療所
     尼崎市久々知西町２丁目４－２２常　勤:    2　理事長　小倉　哲 リハ 現存
     －１０２ (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289030,2094,4 宮井胃腸科内科 〒660-0885 06-6411-6956医療法人社団宮井胃腸宮井　満久 平 5.12. 1内   胃   診療所
     尼崎市神田南通３丁目７５ 常　勤:    1科内科　理事長　宮井 現存
     (医       1)　満久 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289130,2097,7 町塚医院 〒661-0953 06-6491-9251医療法人社団町塚医院町塚　博文 平 6. 1. 1耳い 診療所
     尼崎市東園田町４丁目１０８－２常　勤:    1　理事長　町塚　博文 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289230,2098,5 医療法人社団　美雄会〒661-0953 06-6497-3332医療法人社団　美雄会細川　隆久 平 6. 1. 1内   循   消  診療所
     　細川内科医院 尼崎市東園田町９丁目１８－１９常　勤:    1　細川内科医院　理事 放   リハ 現存
     (医       1)長　細川　隆久 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 289330,2107,4 長洲診療所 〒660-0807 06-6481-9515尼崎医療生活協同組合山田　優 平 6. 4. 1内   小   皮  診療所
     尼崎市長洲西通２丁目９番地の７常　勤:    1　理事長　船越　正信 放   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289430,2111,6 一番ケ瀬医院 〒661-0014 06-6427-0461一番ケ瀬　順 一番ケ瀬　順 平 6. 5. 1内   循   診療所
     尼崎市上ノ島町３丁目２６－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289530,2112,4 山口整形外科 〒660-0893 06-6416-7011医療法人社団山口整形山口　武史 平 6. 5. 1外   整外 リハ診療所
     尼崎市西難波町１丁目３１－４ 常　勤:    1外科　理事長　山口　 現存
     (医       1)武史 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289630,2113,2 松本整形外科 〒661-0012 06-6421-2400医療法人社団松本整形松本　幸博 平 6. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     尼崎市南塚口町２丁目３５－１ 常　勤:    1外科　理事長　松本　 現存
     (医       1)幸博 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289730,2115,7 夏秋医院 〒661-0012 06-6429-5020医療法人社団　夏秋医夏秋　恵 平 6. 6. 1内   皮   診療所
     尼崎市南塚口町１丁目１１－９ 常　勤:    1院　理事長　夏秋　恵 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289830,2120,7 大藤北診療所 〒661-0001 06-6422-3665医療法人社団大藤会　佐藤　啓二 平 6.12. 1外   診療所
     尼崎市塚口本町３丁目１４－３７常　勤:    1理事長　大野　秀規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289930,2122,3 細川内科医院 〒661-0035 06-6431-0707細川　洋 細川　洋 平 7. 1. 1内   消   婦  診療所
     尼崎市武庫之荘６丁目２５－１５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290030,2123,1 後藤医院 〒661-0985 06-6492-1611医療法人社団　三輝会後藤　精司 平 6.12. 1内   呼内 小  診療所
     尼崎市南清水３７－３５ 常　勤:    2　後藤医院　理事長　 循環器内科　消現存
     (医       2)後藤　精司 平27.12. 1化器内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290130,2124,9 木谷整形外科クリニッ〒661-0033 06-6431-9006医療法人社団　木谷整木谷　武志 平 6.12. 1整外 リハ 診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１丁目８－１ 常　勤:    1形外科クリニック　理 現存
     (医       1)事長　木谷　武志 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290230,2125,6 谷口内科クリニック 〒661-0045 06-6432-8385谷口　智通 谷口　智通 平 7. 2. 1内   消   循  診療所
     尼崎市武庫豊町３－９－１１甲陽常　勤:    1 リハ 現存
     センター２階 (医       1) 平28. 2. 1
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 290330,2130,6 塚原内科麻酔科医院 〒661-0033 06-6436-4389塚原　勲 塚原　勲 平 7. 3. 1内   麻   診療所
     尼崎市南武庫之荘８丁目３０－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290430,2132,2 高診療所 〒660-0861 06-6418-2611高　義昭 高　義昭 平 7. 4. 1循   外   診療所
     尼崎市御園町２１ＭＧ尼崎駅前ビ常　勤:    1 現存
     ル１階１０２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290530,2133,0 松本皮膚科 〒661-0032 06-6437-5017医療法人社団松本皮膚松本　玲子 平 7. 4. 1皮   診療所
     尼崎市武庫之荘東２丁目１－１４常　勤:    1科　理事長　松本　玲 現存
     (医       1)子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290630,2135,5 山脇医院 〒661-0035 06-6431-6670山脇　幹夫 山脇　幹夫 平 7. 5. 1内   消   診療所
     尼崎市武庫之荘３丁目３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290730,2136,3 あい眼科クリニック 〒660-0052 06-6419-3719文　順永 文　順永 平 7. 5. 1眼   診療所
     尼崎市七松町２丁目４－１アベニ常　勤:    1 現存
     ュー立花１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290830,2137,1 板谷クリニック 〒661-0033 06-6433-1130板谷　勝美 板谷　勝美 平 7. 5. 1内   神内 外  診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目１２－１常　勤:    1 脳外 現存
     ７ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290930,2138,9 わたや整形外科 〒661-0012 06-6429-6777綿谷　茂樹 綿谷　茂樹 平 7. 5. 1整外 皮   診療所
     尼崎市南塚口町７丁目４－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291030,2140,5 恒光医院 〒660-0064 06-6416-0554恒光　昌彦 恒光　昌彦 平 7. 6. 1内   診療所
     尼崎市稲葉荘１丁目３－１１ 常　勤:    1 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291130,2141,3 山中クリニック 〒661-0024 06-6427-7008山中　定二 山中　定二 平 7. 7. 1外   胃   リハ診療所
     尼崎市三反田３丁目６－２３ 常　勤:    1 内   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291230,2143,9 満田眼科医院 〒660-0884 06-6411-3140医療法人社団　満田眼満田　久年 平 7. 7. 1眼   診療所
     尼崎市神田中通６丁目２３６ 常　勤:    1科医院　理事長　満田 現存
     (医       1)　久年 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291330,2146,2 森医院 〒660-0877 06-6411-2546森　茂樹 森　茂樹 平 7. 9. 1内   診療所
     尼崎市宮内町２丁目３９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
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 291430,2147,0 藤本クリニック 〒661-0974 06-6498-7329藤本　隆敏 藤本　隆敏 平 7. 9. 1内   胃   外  診療所
     尼崎市若王寺３丁目２７－２０ 常　勤:    1 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291530,2149,6 大村整形外科クリニッ〒661-0953 06-6497-3601大村　宗久 大村　宗久 平 7.10. 1整外 リハ 診療所
     ク 尼崎市東園田町４丁目１０１－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291630,2150,4 小野クリニック 〒661-0953 06-6497-0788小野　隆男 小野　隆男 平 7.12. 1内   放   胃  診療所
     尼崎市東園田町５丁目１３７セン常　勤:    1 現存
     トラルイレブン１階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291730,2155,3 末包クリニック 〒661-0033 06-6435-2488医療法人社団　末包ク末包　雪路 平 7.12. 1一般         8診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目１３－１常　勤:    1リニック　理事長　末 内   産婦 現存
     ０ (医       1)包　博昭 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291830,2156,1 新名診療所 〒661-0953 06-6493-4080医療法人社団　新名診新名　荘史 平 7.12.25内   精   診療所
     尼崎市東園田町６丁目１１９－１常　勤:    1療所　理事長　新名　 循環器内科 現存
     ４ (医       1)荘史 平28.12.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291930,2157,9 安室泌尿器科 〒660-0861 06-6412-1374医療法人社団　安室泌安室　朝三 平 8. 1. 1形外 皮   ひ  診療所
     尼崎市御園町５ 常　勤:    1尿器科　理事長　安室 現存
     (医       1)　朝三 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292030,2159,5 井上内科循環器科医院〒661-0003 06-6428-1140医療法人社団　井上内井上　正博 平 8. 1. 1内   循   診療所
     尼崎市富松町２丁目２３－１２ 常　勤:    1科・循環器科医院　理 現存
     (医       1)事長　井上　正博 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292130,2160,3 清家クリニック 〒661-0002 06-6423-5005医療法人社団　清家ク清家　廣政 平 8. 3. 1内   消   診療所
     尼崎市塚口町６丁目３４－４ 常　勤:    1リニック　理事長　清 現存
     (医       1)家　廣政 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292230,2162,9 細見医院 〒661-0043 06-6432-5500細見　基信 細見　基信 平 8. 4. 1内   消   リハ診療所
     尼崎市武庫元町１丁目２２－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292330,2163,7 西村医院 〒660-0893 06-6416-5852医療法人社団　西村医西村　亮一 平 8. 4. 1内   小   診療所
     尼崎市西難波町３丁目１６－１ 常　勤:    1院　理事長　西村　亮 現存
     (医       1)一 平29. 4. 1
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 292430,2164,5 まごのクリニック 〒661-0981 06-6491-0567医療法人社団まごのク孫野　直起 平 8. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     尼崎市猪名寺２丁目１５－３０ 常　勤:    1リニック　理事長　孫 リハ 現存
     (医       1)野　直起 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292530,2165,2 高クリニック 〒660-0815 06-6482-1878医療法人社団　高クリ高　光重 平 8. 4. 1内   呼   消  診療所
     尼崎市杭瀬北新町２丁目３－１３常　勤:    1ニック　理事長　高　 小   リハ 現存
     (医       1)光重 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292630,2168,6 きしがみ内科 〒661-0975 06-6492-7100岸上　明洋 岸上　明洋 平 8. 5. 1内   消   診療所
     尼崎市下坂部２－２－１０ 休止
     平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292730,2173,6 阪神医療生活協同組合〒661-0982 06-6488-8648阪神医療生活協同組合澤井　一智 平 8. 6. 1内   小   放  診療所
     第三診療所 尼崎市食満７丁目７－１１ 常　勤:    1　理事長　中村　大蔵 整外 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292830,2174,4 柳井医院 〒660-0874 06-6411-2522柳井　篤 柳井　篤 平 8. 7. 1内   呼   消  診療所
     尼崎市西本町８丁目３７１－１ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292930,2176,9 石川クリニック 〒661-0975 06-6497-0050石川　和美 石川　和美 平 8. 8. 1一般    診療所
     尼崎市下坂部３丁目１３－６ 常　勤:    1 内   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293030,2177,7 高橋クリニック 〒661-0951 06-6499-5515医療法人社団高橋クリ髙橋　淳 平 8. 8.10内   消   リハ診療所
     尼崎市田能３丁目１－４０レーベ常　勤:    1ニック　理事長　髙橋 現存
     ンハイム１階 (医       1)　淳 平29. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293130,2178,5 藤川医院 〒660-0063 06-6417-0389医療法人社団藤川医院藤川　亮 平 8. 9. 1内   神内 呼  診療所
     尼崎市大庄北４丁目１８－６ 常　勤:    1　理事長　藤川　亮 呼内 現存
     (医       1) 平29. 9. 1②脳神内⑤糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293230,2180,1 たち医院 〒661-0012 06-6429-7030医療法人社団たち医院舘　良昭 平 8.10. 1皮   形外 診療所
     尼崎市南塚口町２丁目４０ー１３常　勤:    1　理事長　舘　良昭 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293330,2181,9 久野内科 〒660-0893 06-6481-4817久野　健二 久野　健二 平 8.12. 1内   消   リハ診療所
     尼崎市西難波町６丁目９－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 293430,2182,7 くの眼科 〒660-0893 06-6481-4824久野　里佳 久野　里佳 平 8.12. 1眼   診療所
     尼崎市西難波町６－９－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293530,2183,5 六島クリニック 〒661-0043 06-6431-6941医療法人社団　六翠会大澤　一郎 平 9. 1. 1内   消   循  診療所
     尼崎市武庫元町１丁目３０－１６常　勤:    1　理事長　六島　大 放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293630,2186,8 滝内医院 〒661-0002 06-6426-6307医療法人社団滝内医院瀧内　鳩子 平 9. 2. 1内   アレ 小  診療所
     尼崎市塚口町１丁目１４－１ 常　勤:    1　理事長　瀧内　鳩子 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293730,2189,2 こくぶ小児科 〒661-0035 06-6437-5382医療法人社団こくぶ小國府　智子 平 9. 3. 1小   アレ 診療所
     尼崎市武庫之荘４丁目８－５ 常　勤:    2児科　理事長　國府　 現存
     (医       2)智子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293830,2193,4 循環器科内科上原クリ〒660-0803 06-6482-3639上原　哲史 上原　哲史 平 9. 4. 1内   循   診療所
     ニック 尼崎市長洲本通１丁目１０－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293930,2196,7 浜名外科医院 〒660-0811 06-6401-0410医療法人社団浜名外科濱名　傳平 平 9. 4. 1内   外   整外診療所
     尼崎市常光寺２丁目７－１０ 常　勤:    1医院　理事長　濱名　 リハ 現存
     (医       1)傳平 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294030,2197,5 宮崎整形外科 〒661-0953 06-6497-2500宮崎　博史 宮崎　博史 平 9. 5. 1整外 リハ 診療所
     尼崎市東園田町４丁目３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294130,2198,3 中村医院 〒660-0077 06-6417-7000医療法人社団中村医院中村　勉 平 9. 5. 1胃   循   外  診療所
     尼崎市大庄西町４丁目１８－１２常　勤:    1　理事長　中村　勉 こう リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294230,2201,5 平本皮フ科 〒661-0953 06-6495-2668平本　猛聡 平本　猛聡 平 9. 7. 1皮   診療所
     尼崎市東園田町９－１６－８フィ常　勤:    1 新規 現存
     オーレ園田２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294330,2204,9 栗原医院 〒661-0953 06-6497-3003医療法人社団栗原医院栗原　稔 平 9. 8. 1内   外   胃  診療所
     尼崎市東園田町５丁目１１８－１常　勤:    1　理事長　栗原　稔 組織変更 リハ 現存
     －１０２ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294430,2206,4 あづま整形外科リウマ〒661-0976 06-6495-1120東　文造 東　文造 平 9. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     チ科 尼崎市潮江１－２９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 294530,2207,2 美濃内科 〒661-0976 06-6492-4366美濃　繁雄 美濃　繁雄 平 9. 9. 1内   診療所
     尼崎市潮江１－２９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294630,2208,0 鈴木内科 〒661-0035 06-6434-3263鈴木　洋 鈴木　洋 平 9. 9. 1内   診療所
     尼崎市武庫之荘２－５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294730,2209,8 徳田こどもクリニック〒661-0965 06-6495-2772徳田　正邦 徳田　正邦 平 9.10. 1小   診療所
     尼崎市次屋３－６－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294830,2212,2 伊藤眼科医院 〒661-0953 06-6491-1010医療法人社団伊藤眼科伊藤　淳 平10. 1. 1眼   診療所
     尼崎市東園田町４丁目９６－８ 常　勤:    3医院　理事長　伊藤　 移動 現存
     (医       3)淳 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294930,2213,0 小林医院 〒660-0892 06-6481-8407医療法人社団小林医院小林　達郎 平10. 2. 1内   診療所
     尼崎市東難波町５丁目２－５ 常　勤:    1　理事長　小林　達郎 組織変更 消内 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295030,2214,8 山田皮フ科 〒661-0025 06-6428-1800山田　至彦 山田　至彦 平10. 4. 1皮   アレ 診療所
     尼崎市立花町１－９－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295130,2215,5 桂クリニック 〒660-0893 06-6482-0777医療法人社団清洲会　桂　康博 平10. 3. 1一般        19診療所
     尼崎市西難波町５丁目６－２２ 常　勤:    3理事長　杉浦　史哲 組織変更 外   整外 リハ現存
     (医       3) 平28. 3. 1精   
     非常勤:    4 胃内
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295230,2219,7 瀬尾耳鼻咽喉科院 〒660-0881 06-6411-3387医療法人社団　三耳会瀬尾　律 平10. 5. 1耳い アレ 診療所
     尼崎市昭和通７丁目２３６番地 常　勤:    1瀬尾耳鼻咽喉科院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　瀬尾　律 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295330,2226,2 杉田耳鼻咽喉科 〒661-0984 06-6494-3387杉田　俊明 杉田　俊明 平10. 9. 1耳い 診療所
     尼崎市御園１丁目１６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 295430,2227,0 アイワ病院 〒661-0953 06-6499-0888医療法人社団　青洲会美崎　晋 平10.11. 1一般        46病院
     尼崎市東園田町４丁目１０１－４常　勤:    6　理事長　杉浦　史哲 新規 整外 外   内  現存
     (医       6) 平28.11. 1麻   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295530,2228,8 八木クリニック 〒660-0055 06-6417-6600八木　秀満 八木　秀満 平10.12. 1一般         3診療所
     尼崎市稲葉元町２－１１－１０ 常　勤:    1 新規 婦   内   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295630,2229,6 中山内科医院 〒661-0035 06-6436-1843医療法人社団　中山内中山　康弘 平11. 1. 1内   呼   診療所
     尼崎市武庫之荘２丁目３２－１５常　勤:    1科医院　理事長　中山 組織変更 現存
     (医       1)　康弘 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295730,2231,2 毛利耳鼻咽喉科医院 〒660-0801 06-6488-8711医療法人社団　長州会毛利　大介 平11. 1. 1耳い 診療所
     尼崎市長洲東通１－９－３２ 常　勤:    1　理事長　毛利　大介 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295830,2233,8 合志病院 〒660-0807 06-6488-1601医療法人社団　敬誠会合志　明彦 平11. 3. 1一般        99病院
     尼崎市長洲西通１丁目８－２０ 常　勤:   13　理事長　合志　明彦 組織変更 整外 外   内  現存
     (医      13) 平29. 3. 1脳外 リハ 放  
     非常勤:   22 リウ 麻   
     (医      22) 消化器内科　消
     化器外科　肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295930,2234,6 ナニワ診療所 〒660-0884 06-6411-3035尼崎医療生活協同組合相澤　雪 平11. 3. 1一般    診療所
     尼崎市神田中通９丁目２９１ 常　勤:    1　理事長　船越　正信 移動 内   小   皮  現存
     (医       1) 平29. 3. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296030,2238,7 潮江診療所 〒661-0975 06-6499-4213尼崎医療生活協同組合船越　正信 平11. 3.31一般    診療所
     尼崎市下坂部１丁目７－７ 常　勤:    1　理事長　船越　正信 移動 内   整外 皮  現存
     (医       1) 平29. 3.31放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296130,2240,3 かぎた医院 〒660-0054 06-6415-0123鍵田　篤志 鍵田　篤志 平11. 5. 1内   消   小  診療所
     尼崎市西立花町２丁目９－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 296230,2244,5 はせがわ内科 〒661-0033 06-6431-9999医療法人社団はせがわ長谷川　 昭 平11. 5. 1内   診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目３番１号常　勤:    1内科　理事長　長谷川 組織変更 現存
     ドルチェ武庫之荘１０５号 (医       1)　 昭 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296330,2245,2 陳医院 〒660-0076 06-6416-1625医療法人社団　陳医院陳　京生 平11. 5. 1内   小   放  診療所
     尼崎市大島３丁目３６－１ 常　勤:    1　理事長　陳　京生 組織変更 胃   循   リハ現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296430,2247,8 くまがいこどもクリニ〒661-0953 06-6498-4455医療法人社団　くまが熊谷　直樹 平11. 6. 1小   診療所
     ック 尼崎市東園田町９丁目３７－１１常　勤:    1いこどもクリニック　 移動 現存
     (医       1)理事長　熊谷　直樹 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296530,2248,6 医療法人社団奏和会　〒661-0035 06-6436-7773医療法人社団　奏和会森川　和宏 平11. 7. 1皮   診療所
     もりかわ皮フ科 尼崎市武庫之荘１丁目５－７三杉常　勤:    1　理事長　森川　和宏 組織変更 現存
     ビル武庫之荘４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296630,2249,4 近藤病院 〒660-0881 06-6411-6181医療法人豊繁会　理事武田　昌生 平11. 7. 1一般        60病院
     尼崎市昭和通４丁目１１４ 常　勤:    5長　近藤　貴志 組織変更 療養        36現存
     (医       5) 平29. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   41 脳外 放   リウ
     (医      41) 形外 小   美外
     眼   リハ 
     ②循内③消内⑭
     漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296730,2251,0 戸田医院 〒661-0012 06-6429-7399戸田　隆 戸田　隆 平11. 9. 1外   内   診療所
     尼崎市南塚口町７丁目２５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296830,2253,6 堅田医院 〒660-0885 06-6411-4319医療法人社団　堅田医田中　尚子 平11. 9. 1内   小   アレ診療所
     尼崎市神田南通４丁目１０３ 常　勤:    1院　理事長　田中　尚 移動 現存
     (医       1)子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296930,2255,1 てらだ内科クリニック〒661-0976 06-6494-3711寺田　誠 寺田　誠 平11.11. 1内   診療所
     尼崎市潮江１丁目４－２－２０２常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297030,2258,5 上芝眼科 〒661-0035 06-6436-6601医療法人社団　明生会上芝　伴尚 平11.12. 1眼   診療所
     尼崎市武庫之荘２丁目５－６ 常　勤:    1　理事長　上芝　伴尚 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
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 297130,2261,9 曽根医院 〒661-0981 06-4960-6863曽根　尚明 曽根　尚明 平12. 2. 1内   小   リハ診療所
     尼崎市猪名寺１－２０－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297230,2264,3 安田皮フ科 〒660-0892 06-6483-5552安田　賢郎 安田　賢郎 平12. 4. 1皮   診療所
     尼崎市東難波町５丁目７－２０ア常　勤:    1 新規 現存
     ドニス東難波２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297330,2265,0 白川内科 〒661-0002 06-6423-1123白川　博史 白川　博史 平12. 4. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市塚口町１－２０－５ 常　勤:    1 移動 放   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297430,2266,8 伊藤皮フ科 〒661-0002 06-6428-8211伊藤　往子 伊藤　往子 平12. 5. 1皮   診療所
     尼崎市塚口町１丁目２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297530,2268,4 皮フ科・形成外科かん〒660-0052 06-4869-4112欠田　良兒 欠田　良兒 平12. 5. 1皮   形外 診療所
     だクリニック 尼崎市七松町１丁目２－１－６０常　勤:    1 新規 現存
     １Ｄ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297630,2269,2 吉本整形外科クリニッ〒660-0052 06-4869-3011吉本　博 吉本　博 平12. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 尼崎市七松町１丁目２－１－６０常　勤:    1 新規 現存
     １Ｂ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297730,2270,0 久保眼科 〒660-0052 06-4869-3200久保　昌子 久保　昌子 平12. 5. 1眼   診療所
     尼崎市七松町１丁目２－１－６０常　勤:    1 新規 現存
     １Ａ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297830,2272,6 土田医院 〒660-0052 06-6416-1819土田　哲雄 土田　哲雄 平12. 4.21内   小   リウ診療所
     尼崎市七松町１丁目３－１－２１常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297930,2273,4 中村医院 〒660-0892 06-6481-0681中村　陽 中村　陽 平12. 5. 1内   小   診療所
     尼崎市東難波町３－１－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298030,2276,7 こくらクリニック 〒661-0981 06-6498-7721医療法人社団大樹会　小倉　義 平12. 5. 1心内 内   神  診療所
     尼崎市猪名寺２丁目６－２５ 常　勤:    1理事長　小倉　義 組織変更 精   リハ 神内現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 298130,2277,5 田島診療所 〒660-0054 06-6411-0600ひまわり医療生活協同三橋　徹 平12. 5. 1内   整外 精  診療所
     尼崎市西立花町２丁目１４－８ 常　勤:    2組合　理事　三木　岸 組織変更 心内 リハ 現存
     (医       2)一郎 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298230,2281,7 天﨑クリニック 〒660-0892 06-4868-4333天﨑　勝 天﨑　勝 平12.11. 1内   消   診療所
     尼崎市東難波町５－１６－３０天常　勤:    1 新規 現存
     﨑ビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298330,2283,3 辻クリニック 〒660-0861 06-6417-1111医療法人社団辻クリニ辻　重行 平12.12. 1内   放   リハ診療所
     尼崎市御園町３８ 常　勤:    2ック　理事長　辻　重 移動 現存
     (医       2)行 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298430,2284,1 近江クリニック 〒661-0013 06-6426-2333医療法人社団近江クリ近江　伸和 平13. 1. 1内   胃   循  診療所
     尼崎市栗山町２丁目２－６ 常　勤:    1ニック　理事長　近江 組織変更 現存
     (医       1)　伸和 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298530,2285,8 三菱電機伊丹診療所 〒661-0001 06-6497-8060三菱電機株式会社伊丹松山　知弘 平12.12.21内   外   耳い診療所
     尼崎市塚口本町６丁目９－２２ 常　勤:    1製作所　所長　根来　 移動 現存
     (医       1)秀人 平24.12.21
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298630,2289,0 井上皮膚科 〒661-0976 06-6495-3655井上　陽子 井上　陽子 平13. 4. 1皮   アレ 診療所
     尼崎市潮江１丁目１５－２Ａ３棟常　勤:    1 新規 現存
     １３７ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298730,2291,6 あらい内科医院 〒661-0012 06-6421-3023荒井　六郎 荒井　六郎 平13. 4. 1内   呼   アレ診療所
     尼崎市南塚口町１丁目１２－２３常　勤:    1 移動 循   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298830,2292,4 医療法人社団絆永会　〒661-0001 06-6422-0777医療法人社団絆永会　兵頭　永一 平13. 4. 1内   リハ 診療所
     兵頭内科・ハートクリ尼崎市塚口本町２丁目２１－２５常　勤:    2理事長　兵頭　永一 組織変更 ②循内 現存
     ニック －１０１ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298930,2293,2 ペインクリニック野間〒660-0862 06-6412-7649医療法人社団野間診療野間　研一 平13. 4. 1麻   整外 内  診療所
     診療所 尼崎市開明町１丁目４３ 常　勤:    1所　理事長　野間　研 組織変更 現存
     (医       1)一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299030,2294,0 大本眼科 〒661-0033 06-6434-1250大本　達也 大本　達也 平13. 5. 1眼   診療所
     尼崎市南武庫之荘２－１７－２０常　勤:    1 新規 現存
     三和コーポラス１０１ (医       1) 平25. 5. 1
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 299130,2297,3 きたいクリニック 〒661-0979 06-6496-4181北井　公二 北井　公二 平13. 5. 1内   循   呼  診療所
     尼崎市上坂部３丁目１１－１フレ常　勤:    1 新規 現存
     アージュ塚口１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299230,2298,1 原田泌尿器科クリニッ〒660-0052 06-6411-0773医療法人社団原田泌尿原田　健次 平13. 5. 1ひ   診療所
     ク 尼崎市七松町２丁目６－１ 常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　原田　健次 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299330,2299,9 宮野内科医院 〒661-0025 06-6436-3062医療法人社団守正会　宮野　正雄 平13. 5. 1内   診療所
     尼崎市立花町４丁目３－１８ 常　勤:    2理事長　宮野　正雄 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299430,2301,3 古賀小児科 〒661-0035 06-6433-0415医療法人社団古賀小児古賀　亮一 平13. 5. 1小   診療所
     尼崎市武庫之荘７丁目１－２５ 常　勤:    1科　理事長　古賀　亮 組織変更 現存
     (医       1)一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299530,2303,9 小堀クリニック 〒661-0025 06-6421-0511小堀　幸太郎 小堀　幸太郎 平13. 6. 1内   整外 循  診療所
     尼崎市立花町１丁目９－１９ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299630,2304,7 高原クリニック 〒661-0033 06-6436-8754医療法人社団高原クリ高原　周治 平13. 6. 1小   アレ 診療所
     尼崎市南武庫之荘１－１５－５ 常　勤:    1ニック　理事長　高原 組織変更 現存
     (医       1)　周治 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299730,2305,4 はせがわ小児科医院 〒661-0953 06-6492-1322医療法人社団はせがわ長谷川　英夫 平13. 6. 1小   診療所
     尼崎市東園田町５丁目４４－１ 常　勤:    2小児科医院　理事長　 組織変更 休止
     (医       2)長谷川　英夫 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299830,2306,2 大塚整形外科 〒661-0002 06-6428-2381大塚　誠治 大塚　誠治 平13. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     尼崎市塚口町３丁目２５－１オー常　勤:    1 新規 現存
     クヒルズ塚口１０１ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299930,2308,8 上野医院 〒661-0966 06-6499-0989上野　透 上野　透 平13. 7. 1内   循   心内診療所
     尼崎市西川２丁目２７－１５ 常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300030,2313,8 医療法人社団裕和会　〒660-0881 06-6412-9090医療法人社団裕和会　長尾　和宏 平13. 9. 1内   リハ 整外診療所
     長尾クリニック 尼崎市昭和通７丁目２４２ 常　勤:    7理事長　長尾　和宏 移動 呼内 リウ 放  現存
     (医       7) 平25. 9. 1消化器内科　循
     非常勤:   12 環器内科
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 300130,2314,6 安藤クリニック 〒661-0035 06-6434-1531安藤　史隆 安藤　史隆 平13.10. 1内   循   外  診療所
     尼崎市武庫之荘１－２－１５ハイ常　勤:    1 新規 心外 現存
     ステージ武庫之荘１０１ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300230,2315,3 野村医院 〒660-0823 06-6481-4207医療法人社団　秀和会中田　雅之 平13.10. 1内   外   精  診療所
     尼崎市大物町１丁目９－２５ 常　勤:    2　理事長　檜垣　一行 移動 リハ 整外 現存
     (医       2) 平25.10. 1胃腸内科　循環
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300330,2316,1 よこたクリニック 〒661-0002 06-6421-7177横田　直美 横田　直美 平13.12. 1内   診療所
     尼崎市塚口町３丁目３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300430,2318,7 山田クリニック 〒661-0032 06-4962-6610山田　育壽子 山田　育壽子 平13.12. 1内   胃   外  診療所
     尼崎市武庫之荘東１丁目２３－８常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300530,2319,5 吉田整形外科 〒661-0035 06-6436-1020医療法人社団　吉田整吉田　和久 平13.12. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目５－７ 常　勤:    1形外科　理事長　吉田 組織変更 外   現存
     (医       1)　和久 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300630,2320,3 きだ耳鼻咽喉科 〒661-0043 06-6439-3387貴田　浩之 貴田　浩之 平14. 1. 1耳い 診療所
     尼崎市武庫元町１丁目２４－１２常　勤:    1 新規 現存
     ニューメゾン武庫１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300730,2321,1 くさか医院 〒661-0953 06-6491-1001日下　泰徳 日下　泰徳 平14. 1. 4内   外   放  診療所
     尼崎市東園田町６丁目１０４－１常　勤:    1 交代 胃   整外 麻  現存
     ０ (医       1) 平26. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300830,2322,9 瀬尾クリニック 〒660-0052 06-6415-3387医療法人社団　瀬尾記瀬尾　達 平14. 1. 1耳い アレ 診療所
     尼崎市七松町１－２－１－３０２常　勤:    1念会瀬尾クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　瀬尾　達 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300930,2324,5 杉安クリニック 〒660-0807 06-6489-0073医療法人　社団　兼誠杉安　保宣 平14. 2. 1内   診療所
     尼崎市長洲西通１丁目４－１５ 常　勤:    1会　理事長　杉安　保 新規 消化器内科　胃現存
     (医       1)宣 平26. 2. 1腸内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 301030,2329,4 遠谷眼科 〒661-0002 06-6428-1515医療法人社団秀明会　遠谷　茂 平14. 5. 1一般 診療所
     尼崎市塚口町１丁目１０－３１ 常　勤:    2理事長　遠谷　茂 組織変更     一般     4現存
     (医       2) 平26. 5. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301130,2331,0 皮膚科美川医院 〒660-0814 06-6481-3328増田　理恵 増田　理恵 平14. 5. 1皮   診療所
     尼崎市杭瀬本町２丁目１２－８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301230,2333,6 田中医院 〒660-0803 06-6481-7439田中　誠 田中　誠 平14. 7. 6内   小   循  診療所
     尼崎市長洲本通３丁目９番２０号常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平26. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301330,2336,9 宮武医院 〒660-0076 06-6416-6473宮武　孝法 宮武　孝法 平14. 8. 6内   小   診療所
     尼崎市大島２丁目３－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301430,2337,7 大藤診療所 〒660-0862 06-6413-3666医療法人社団大藤会　大野　秀規 平14. 9. 1内   外   診療所
     尼崎市開明町２丁目４３番地 常　勤:    2理事長　大野　秀規 移動 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301530,2340,1 医療法人祥風会立花み〒660-0054 06-4869-1100医療法人　祥風会　理塩見　圭佑 平14.10. 1内   循   消  診療所
     どりクリニック 尼崎市西立花町２－３－１ハイム常　勤:    2事長　上田　澤子 新規 リハ 精   現存
     コーア１階 (医       2) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301630,2341,9 中島クリニック 〒661-0024 06-4961-6800中島　章 中島　章 平14.10. 1内   診療所
     尼崎市三反田町３丁目５－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301730,2343,5 みやうちクリニック 〒661-0035 06-4962-3733宮内　啓輔 宮内　啓輔 平14.12. 1外   整外 内  診療所
     尼崎市武庫之荘４－１０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301830,2344,3 滝内科胃腸科 〒661-0033 06-6438-8060医療法人社団　滝　内滝　正憲 平14.12. 1内   消   診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目２０番２常　勤:    1科胃腸科　理事長　滝 移動 現存
     ５号 (医       1)　正憲 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 301930,2345,0 萌クリニック 〒661-0033 06-6434-5231尼崎医療生活協同組合宮城　和男 平14.12. 1内   診療所
     尼崎市南武庫之荘１０丁目６２番常　勤:    1　理事長　船越　正信 移動 現存
     １７号 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302030,2346,8 黒田クリニック 〒660-0881 06-6488-7222医療法人社団　黒田ク黒田　佳治 平14.12. 6内   胃   診療所
     尼崎市昭和通２丁目６番３０号 常　勤:    1リニック　理事長　黒 移動 現存
     (医       1)田　佳治 平26.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302130,2349,2 にしがわ内科クリニッ〒660-0828 06-6487-3636西側　昌孝 西側　昌孝 平15. 1. 1内   診療所
     ク 尼崎市東大物町２－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302230,2350,0 謝花医院 〒660-0801 06-6481-7177医療法人社団　謝花医謝花　章彦 平14.12.16小   内   診療所
     尼崎市長洲東通３丁目１番３１号常　勤:    1院　理事長　謝花　章 移動 現存
     (医       1)彦 平26.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302330,2351,8 佐守医院 〒660-0077 06-6416-7710医療法人社団　誠友会佐守　友康 平15. 1. 1内   小   外  診療所
     尼崎市大庄西町３丁目３番２３号常　勤:    2　理事長　佐守　友康 組織変更 整外 リハ 耳い現存
     (医       2) 平27. 1. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302430,2352,6 医療法人社団斐庵会鷲〒661-0024 06-6429-1234医療法人社団　斐庵会鷲田　亜佐男 平15. 1. 1療養 病院
     田病院 尼崎市三反田町２丁目１６番１８常　勤:    2　理事長　鷲田　亜佐 組織変更     療養    61現存
     号 (医       2)男 平27. 1. 1内   神内 放  
     非常勤:   12 消内
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302530,2353,4 松本小児科 〒661-0012 06-4961-7707松本　義男 松本　義男 平15. 2. 1小   診療所
     尼崎市南塚口町２－３３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302630,2355,9 谷田整形外科 〒660-0881 06-6482-6040谷田　泰孝 谷田　泰孝 平15. 3. 1整外 リハ 診療所
     尼崎市昭和通２丁目６－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302730,2356,7 いたや神経科クリニッ〒661-0976 06-6496-5057板谷　一穂 板谷　一穂 平15. 3. 1心内 神   精  診療所
     ク 尼崎市潮江１丁目１５番３号アミ常　勤:    1 新規 現存
     ング潮江２０７Ａ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302830,2357,5 回生耳鼻咽喉科医院 〒661-0953 06-6498-2890医療法人社団　回生耳柳沢　光宗 平15. 4. 1耳い 診療所
     尼崎市東園田町５丁目５９番地１常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     ハイム高木１３１ (医       1)　柳沢　光宗 平27. 4. 1
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 302930,2359,1 杉澤医院 〒661-0025 06-6429-3183医療法人社団　杉澤医杉澤　一彦 平15. 5. 1内   循   小  診療所
     尼崎市立花町１丁目２５番１４号常　勤:    1院　理事長　杉澤　一 組織変更 現存
     (医       1)彦 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303030,2364,1 井上内科クリニック 〒661-0967 06-6495-1188医療法人社団愛光会　井上　大輔 平15. 6. 1内   診療所
     尼崎市浜３丁目１番３６号 常　勤:    1理事長　井上　大輔 組織変更 循環器内科　女現存
     (医       1) 平27. 6. 1性内科　漢方内
     非常勤:    6 科　糖尿病内科
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303130,2365,8 東尼崎診療所 〒660-0815 06-6488-2518尼崎医療生活協同組合チャステイン　八束 平15. 6. 1内   外   整外診療所
     尼崎市杭瀬北新町１丁目１２－８常　勤:    1　理事長　船越　正信 移動 小   皮   放  現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303230,2367,4 三宅医院 〒661-0982 06-6493-1155医療法人社団　三宅医三宅　淳史 平15. 8. 1内   消   呼  診療所
     尼崎市食満５丁目１４番１号 常　勤:    1院　理事長　三宅　淳 組織変更 現存
     (医       1)史 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303330,2370,8 戸ノ内共立診療所 〒661-0961 06-6497-1690松浦　浩太郎 松浦　浩太郎 平15. 9. 1内   外   整外診療所
     尼崎市戸ノ内町３丁目２９番地９常　勤:    1 交代 リハ 小   現存
     号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303430,2377,3 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒660-0063 06-6412-3314医療法人社団鈴木耳鼻鈴木　克司 平15.12.21耳い 診療所
     尼崎市大庄北４丁目１８番１号 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 移動 現存
     (医       1)鈴木　克司 平27.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303530,2385,6 第二六島クリニック 〒661-0033 06-6431-6888医療法人社団　六翠会中川　大輔 平16. 5. 1内   診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目１－２０常　勤:    2　理事長　六島　大 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303630,2387,2 垣内小児科クリニック〒661-0024 06-6427-6255垣内　敏孝 垣内　敏孝 平16. 6. 1小   アレ 診療所
     尼崎市三反田町２丁目２０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   330 頁

 303730,2388,0 医療法人社団輝会北村〒661-0002 06-6426-8080医療法人社団輝会　理北村　輝男 平16. 6. 1外   整外 胃  診療所
     クリニック 尼崎市塚口町６丁目２０番１３ 常　勤:    1事長　北村　輝男 移動 皮   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303830,2392,2 大隈内科医院 〒661-0047 06-6433-7878大隈　義道 大隈　義道 平16. 7. 1内   胃   小  診療所
     尼崎市西昆陽１丁目１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303930,2394,8 井上小児科 〒661-0013 06-6428-2656井上　康広 井上　康広 平16. 7. 1小   アレ 診療所
     尼崎市栗山町１丁目２３－３２リ常　勤:    1 交代 現存
     バーサイドマンション１０８号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304030,2395,5 しまたに泌尿器科クリ〒660-0064 06-6417-7006島谷　昇 島谷　昇 平16. 8. 1ひ   診療所
     ニック 尼崎市稲葉荘２丁目－６－２０－常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304130,2396,3 釜本医院 〒661-0043 06-6432-5738釜本　隆行 釜本　隆行 平16. 8. 1内   診療所
     尼崎市武庫元町１丁目２８番１１常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304230,2397,1 前田耳鼻咽喉科医院 〒660-0883 06-6411-6788前田　秀明 前田　秀明 平16. 8. 1耳い 診療所
     尼崎市神田北通１丁目５番地Ｅ＆常　勤:    3 交代 現存
     Ｅビル２Ｆ (医       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304330,2398,9 吉田レディースクリニ〒660-0827 06-6483-6111吉田　益美 吉田　益美 平16. 9. 1産   婦   診療所
     ック 尼崎市西大物町１２番４１号アマ常　勤:    1 新規 現存
     ゴッタ４階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304430,2399,7 かもいクリニック 〒660-0893 06-6417-4107鴨井　 一 鴨井　 一 平16.10. 1内   胃   診療所
     尼崎市西難波町３丁目２３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304530,2402,9 八田クリニック 〒661-0013 06-6426-8883八田　昌樹 八田　昌樹 平16.11. 1外   胃   こう診療所
     尼崎市栗山町２丁目２４番３６号常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304630,2403,7 武庫之荘レディースク〒661-0033 06-6435-0488医療法人社団　末包ク末包　博昭 平16.11. 1産婦 診療所
     リニック 尼崎市南武庫之荘３丁目１番１５常　勤:    1リニック　理事長　末 新規 現存
     号 (医       1)包　博昭 平28.11. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   331 頁

 304730,2405,2 後藤眼科皮ふ科クリニ〒660-0085 06-6413-2838後藤　昌久 後藤　昌久 平16.12. 1眼   皮   診療所
     ック 尼崎市元浜町２丁目２２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304830,2409,4 安藤病院 〒660-0892 06-6482-2922医療法人社団　智聖会北浦　達也 平16.12. 1一般 病院
     (30,0640,2) 尼崎市東難波町５丁目１９番１６常　勤:    5　理事長　北浦　奈由 組織変更     一般   102現存
     号 (医       4) 平28.12. 1療養
     (歯       1)     療養    51
     非常勤:   20 内   外   整外
     (医      20) 脳外 皮   ひ  
     放   リハ 歯  
     歯外 眼   麻  
     胃腸内科　胃腸
     外科　肛門外科
     　消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304930,2410,2 亀井整形外科医院 〒661-0002 06-4961-3455医療法人社団亀井整形亀井　滋 平17. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市塚口町６丁目４３－１ 常　勤:    1外科医院　理事長　亀 組織変更 外   現存
     (医       1)井　滋 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305030,2411,0 白壁診療所 〒661-0002 06-6421-5013白壁　昌弥 白壁　昌弥 平17. 1. 1胃   外   内  診療所
     尼崎市塚口町３－２４－１２ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305130,2412,8 中村クリニック 〒661-0043 06-6436-0818医療法人社団中村クリ平本　永基 平17. 1. 1呼内 外   リハ診療所
     尼崎市武庫元町１丁目２７番１号常　勤:    2ニック　理事長　平本 組織変更 ①胃内②内鏡内現存
     宮本マンション１階 (医       2)　永基 平29. 1. 1③大腸肛門内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305230,2413,6 奈由クリニック 〒660-0827 06-6483-6022医療法人社団智聖会　北浦　奈由 平17. 1. 1内   整外 リウ診療所
     尼崎市西大物町１２－５５ルネセ常　勤:    1理事長　北浦　奈由 組織変更 リハ 現存
     ントラルタワー１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305330,2414,4 池田眼科クリニック 〒661-0976 06-6494-3355池田　裕美 池田　裕美 平17. 4. 1眼   診療所
     尼崎市潮江２丁目３７－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305430,2415,1 かないレディースクリ〒661-0002 06-4961-6050金井　利仁 金井　利仁 平17. 4. 1一般 診療所
     ニック 尼崎市塚口町５丁目１０－３ 常　勤:    1 新規     一般     5現存
     (医       1) 平29. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 305530,2416,9 よこた芳友クリニック〒661-0012 06-6429-4092医療法人社団　よこた横田　芳郎 平17. 4. 1内   診療所
     尼崎市南塚口町２丁目２１番２９常　勤:    1芳友クリニック　理事 組織変更 消化器内科 現存
     号 (医       1)長　横田　芳郎 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305630,2420,1 前谷耳鼻咽喉科 〒660-0807 06-6401-1787前谷　近秀 前谷　近秀 平17. 7. 1耳い 診療所
     尼崎市長洲西通１丁目３番２６号常　勤:    1 新規 現存
     尼崎ステーションビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305730,2421,9 アダンクリニック 〒661-0953 06-4960-8510赤嶺　秀明 赤嶺　秀明 平17. 7. 1心内 神   精  診療所
     尼崎市東園田町４丁目９５番１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305830,2422,7 藤田メンタルクリニッ〒661-0033 06-6438-5551藤田　千裕 藤田　千裕 平17. 7. 1精   心内 診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１丁目２９番３常　勤:    1 新規 現存
     ７号フォルザ武庫之荘１０３号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305930,2427,6 たぐちクリニック 〒661-0002 06-6429-1551田口　隆司 田口　隆司 平17.10. 1精   心内 神  診療所
     尼崎市塚口町１丁目１０番１号和常　勤:    1 新規 現存
     楽第１ビル４階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306030,2428,4 野田内科クリニック 〒660-0893 06-6482-8075野田　修造 野田　修造 平17.10. 1内   診療所
     尼崎市西難波町５丁目１１－１０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306130,2431,8 たなかクリニック 〒660-0892 06-6482-1001田中　勝哲 田中　勝哲 平17.11. 1内   小   整外診療所
     尼崎市東難波町１－１－６－１０常　勤:    1 交代 麻   現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306230,2432,6 泌尿器科　西クリニッ〒661-0033 06-6438-1211西　俊昌 西　俊昌 平17.12. 1ひ   診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１丁目１９－２常　勤:    1 新規 現存
     ６サークルＦ　Ｂ－１Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306330,2434,2 にしかわクリニック 〒660-0827 06-6489-3728西川　秀文 西川　秀文 平18. 2. 1外   放   診療所
     尼崎市西大物町１２－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306430,2436,7 いがらし耳鼻咽喉科 〒661-0035 06-4962-3311医療法人社団いがらし五十嵐　充 平18. 2. 1耳い 診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目５番７号 常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)五十嵐　充 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 306530,2437,5 おおはら内科循環器科〒660-0055 06-6430-1143医療法人社団おおはら大原　知樹 平18. 2. 1一般         1診療所
     クリニック 尼崎市稲葉元町２丁目１６番２７常　勤:    2内科循環器科クリニッ 組織変更 内   循   現存
     号 (医       2)ク　理事長　大原　知 平30. 2. 1
     非常勤:    1樹
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306630,2438,3 西原クリニック 〒660-0064 06-6430-1800医療法人社団弘道会　西原　弘道 平18. 2. 1一般        14診療所
     尼崎市稲葉荘１－８－１７ 非常勤:    3理事長　西原　弘道 組織変更 外   内   整外現存
     (医       3) 平30. 2. 1リハ 消   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306730,2439,1 やの内科・胃腸クリニ〒661-0953 06-6493-0211医療法人社団　やの内矢野　雄飛 平18. 2. 1内   リハ 診療所
     ック 尼崎市東園田町４丁目１４４番地常　勤:    2科・胃腸クリニック　 組織変更 ②消化器内科　現存
     の１２ (医       2)理事長　矢野　寛司 平30. 2. 1内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306830,2441,7 高島クリニック 〒661-0035 06-6437-6073医療法人社団　高島ク高島　繁樹 平18. 2.13精   神   診療所
     尼崎市武庫之荘２丁目３０番１０常　勤:    1リニック　理事長　高 移動 現存
     号 (医       1)島　繁樹 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306930,2445,8 北中耳鼻咽喉科 〒660-0893 06-6401-7026北中　幸一郎 北中　幸一郎 平18. 4. 1耳い 診療所
     尼崎市西難波町６－１０－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307030,2446,6 立花萩原眼科医院 〒660-0052 06-6417-5003萩原　善行 萩原　善行 平18. 4. 1眼   診療所
     尼崎市七松町１丁目１０－５ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307130,2447,4 池田病院 〒661-0002 06-6421-1680医療法人社団　正名会池田　弘毅 平18. 7. 1一般 病院
     尼崎市塚口町１丁目１８番地の５常　勤:    6　理事長　池田　弘毅 組織変更     一般    37現存
     (医       6) 平24. 7. 1他   
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307230,2448,2 朝田医院内科・循環器〒661-0012 06-6429-1697医療法人社団朝田医院朝田　 司 平18. 7. 1内   循   診療所
     科 尼崎市南塚口町２丁目１９番１４常　勤:    1内科・循環器科　理事 組織変更 現存
     号 (医       1)長　朝田　 司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307330,2450,8 いわおかクリニック 〒661-0976 06-6496-5800岩岡　聡 岩岡　聡 平18. 9. 1内   循   心外診療所
     尼崎市潮江１丁目１６番１号 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307430,2451,6 藤家クリニック 〒661-0976 06-6499-0884藤家　悟 藤家　悟 平18. 9. 1外   内   こう診療所
     尼崎市潮江３丁目１８－２０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   334 頁

 307530,2452,4 おのえ泌尿器科皮ふ科〒661-0976 06-4305-4340尾上　正浩 尾上　正浩 平18.10. 1ひ   皮   診療所
     医院 尼崎市潮江１丁目１６番１号アミ常　勤:    1 新規 現存
     ングウエスト２番館２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307630,2454,0 前田ファミリークリニ〒661-0025 06-7503-5949前田　重人 前田　重人 平18.11. 1消   内   外  診療所
     ック 尼崎市立花町１丁目７－１６ 常　勤:    1 新規 こう 皮   現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307730,2458,1 小児科・内科　中野医〒661-0012 06-6429-4533医療法人社団　小児科塩川　美恵子 平19. 1. 1小   内   診療所
     院 尼崎市南塚口町１丁目１２番６号常　勤:    1・内科　中野医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　塩川　美恵子 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307830,2459,9 みもと内科クリニック〒661-0001 06-4309-7502味元　秀樹 味元　秀樹 平19. 2. 1内   消   診療所
     尼崎市塚口本町４－８－１「つか常　勤:    1 新規 現存
     しん」内モール西　Ｍ－１８１ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307930,2460,7 村クリニック 〒661-0976 06-4960-7872医療法人社団 村クリ 村　文秀 平19. 2. 1小   内   アレ診療所
     尼崎市潮江１丁目５番１号ルネマ常　勤:    1ニック　理事長　 村 組織変更 現存
     スターズタワー１階 (医       1)　文秀 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308030,2461,5 にしむら胃腸科外科医〒660-0885 06-6417-3030医療法人社団文礼会　西村　正 平19. 2. 1胃   外   放  診療所
     院 尼崎市神田南通２丁目３５番地１常　勤:    1理事長　西村　正 組織変更 リハ こう 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308130,2465,6 おかもと皮膚科・形成〒660-0801 06-6401-1214岡本　博道 岡本　博道 平19. 5. 1皮   形外 診療所
     外科クリニック 尼崎市長洲東通１丁目９－３５ア常　勤:    1 新規 現存
     ズマビル１０１ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308230,2468,0 あおぞら生協クリニッ〒661-0033 06-6436-1724尼崎医療生活協同組合冨永　弘久 平19. 5. 1小   アレ 精  診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１１丁目１２番常　勤:    2　理事長　船越　正信 移動 内   放   現存
     地１号 (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 308330,2469,8 尼崎医療生協病院 〒661-0033 06-6436-1701尼崎医療生活協同組合大澤　芳清 平19. 5. 1一般 病院
     尼崎市南武庫之荘１２丁目１６番常　勤:   31　理事長　船越　正信 移動     一般   199現存
     地１号 (医      31) 平25. 5. 1内   心内 精  
     非常勤:   43 呼内 ひ   皮  
     (医      43) 外   整外 小  
     アレ 産婦 脳外
     リハ 放   麻  
     リウ 
     糖尿病・代謝内
     　消内　消外　
     循内　肛外　感
     染症内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308430,2470,6 ほりお眼科内科 〒660-0811 06-6489-2715医療法人社団　明生会堀尾　俊治 平19. 5. 1一般 診療所
     尼崎市常光寺３丁目１０番１０号常　勤:    2　理事長　堀尾　俊治 移動     一般     7現存
     (医       2) 平25. 5. 1眼   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308530,2471,4 わたなべ　クリニック〒661-0033 06-4962-3701渡辺　一弘 渡辺　一弘 平19. 6. 1内   外   消  診療所
     尼崎市南武庫之荘１－１８－１－常　勤:    2 新規 こう リハ 現存
     １０１ (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308630,2474,8 きむらたくや整形外科〒661-0026 06-6438-1205キムラ　タクヤ キムラ　タクヤ 平19. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 尼崎市水堂町１丁目３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308730,2475,5 笹部内科クリニック 〒661-0003 06-4961-7856笹部　真人 笹部　真人 平19. 9. 1内   消   神内診療所
     尼崎市富松町１－２９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308830,2477,1 ウィメンズクリニック〒661-0002 06-6421-7240横田　光 横田　光 平19. 9. 1産婦 診療所
     横田 尼崎市塚口町１丁目２４－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308930,2478,9 わかくさ診療所 〒661-0966 06-6494-8302阪神医療生活協同組合安水　清 平19.12. 1内   呼内 心内診療所
     尼崎市西川２丁目３４番５号 常　勤:    1　理事長　中村　大蔵 新規 精   現存
     (医       1) 平25.12. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309030,2480,5 じょうざき内科クリニ〒660-0877 06-6412-8118城崎　潔 城崎　潔 平20. 3. 1内   呼   診療所
     ック 尼崎市宮内町２丁目７６番地サン常　勤:    1 新規 現存
     ・シャイン１０１号室 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 309130,2481,3 青木外科整形外科 〒661-0974 06-6491-0148青木　康夫 青木　康夫 平20. 3.22一般 診療所
     尼崎市若王寺１丁目２番２３号 常　勤:    2 交代     一般    19現存
     (医       2) 平26. 3.22整外 外   リハ
     リウ 放   麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309230,2482,1 明倫ファミリークリニ〒660-0081 06-4869-5860近藤　貴志 近藤　貴志 平20. 5. 1内   小   消  診療所
     ック 尼崎市蓬川町３０２番１６号ザ・常　勤:    1 新規 神内 整外 形外現存
     ガーデネクスシティ・アクア館１(医       1) 平26. 5. 1美外 
     ０４号 非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309330,2484,7 はら内科クリニック 〒661-0002 06-6421-1159原　秀樹 原　秀樹 平20. 5. 1内   呼   アレ診療所
     尼崎市塚口町１丁目２－２　河村常　勤:    1 新規 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309430,2485,4 畠中整形外科・リハビ〒660-0077 06-6418-7146医療法人社団　輝正会畠中　輝昭 平20. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     リテーション科 尼崎市大庄西町１丁目１０番１５常　勤:    2　理事長　畠中　輝昭 移動 内   小   現存
     号 (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309530,2486,2 大澤整形外科クリニッ〒661-0002 06-6421-3118大澤　正実 大澤　正実 平20. 4.14整外 外   リハ診療所
     ク 尼崎市塚口町４－４０－３ 常　勤:    1 交代 リウ 現存
     (医       1) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309630,2487,0 おぐらクリニック 〒661-0042 06-4962-5320医療法人社団　快癒会小倉　哲 平20. 7. 1内   外   神内診療所
     尼崎市常吉１丁目２－８ 常　勤:    3　理事長　小倉　哲 新規 現存
     (医       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309730,2488,8 サンフォート武庫之荘〒661-0035 06-6436-8333社会福祉法人　三養福尾形　福治 平20. 8. 1神内 内   精  診療所
     　診療所 尼崎市武庫之荘９丁目３４番１６常　勤:    1祉会　理事長　菅　幹 新規 整外 現存
     号 (医       1)夫 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309830,2491,2 まきこ皮フ科クリニッ〒661-0033 06-6432-1027加東　麻貴子 加東　麻貴子 平20. 9. 1皮   診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１丁目２３－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ローズ武庫之荘１０１号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 309930,2493,8 大藤第二診療所 〒660-0893 06-6488-6339医療法人社団　大藤会梅原　淳 平20.10. 1内   診療所
     尼崎市西難波町５丁目２番１６号常　勤:    1　理事長　大野　秀規 移動 胃腸内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310030,2494,6 武居レディースクリニ〒661-0035 06-6431-1123武居　勝信 武居　勝信 平20.10. 1産婦 診療所
     ック 尼崎市武庫之荘２丁目１－１ＡＴ常　勤:    1 移動 現存
     ＳＴビル３０１ (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310130,2497,9 渡部耳鼻咽喉科医院 〒661-0033 06-6436-1009渡部　俊 渡部　俊 平21. 1. 1耳い 診療所
     尼崎市南武庫之荘１－１９－２７常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310230,2498,7 児玉医院 〒660-0084 06-6418-7668医療法人社団　児玉医児玉　岳 平21. 1. 1内   小   診療所
     尼崎市武庫川町４丁目１６番地 常　勤:    1院　理事長　児玉　岳 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310330,2501,8 おおくまクリニック 〒660-0815 06-6489-0090医療法人社団　すこや大隈　義彦 平21. 4. 1内   外   心内診療所
     尼崎市杭瀬北新町２丁目１番１８常　勤:    1か会　理事長　大隈　 交代 神内 精   リハ現存
     号 (医       1)健英 平27. 4. 1放   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310430,2502,6 医療法人社団　泰志会〒660-0084 06-6417-3772医療法人社団　泰志会島田　哲志 平21. 4. 1内   診療所
     　島田クリニック 尼崎市武庫川町二丁目４３番地 常　勤:    2　理事長　島田　泰明 移動 循環器内科 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310530,2506,7 尼崎市保健所 〒660-0052 06-4869-3010尼崎市長　稲村　和美郷司　純子 平21. 5.20内   診療所
     尼崎市七松町１ー３ー１－５０２常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平27. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310630,2507,5 大石医院 〒661-0002 06-6428-0390医療法人社団大石医院大石　健 平21. 6. 1外   内   診療所
     尼崎市塚口町一丁目２２番地１７常　勤:    1　理事長　大石　健 組織変更 肛門外科　肛門現存
     セレーナ塚口１Ｆ (医       1) 平27. 6. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310730,2508,3 たちばな眼科 〒661-0953 06-6493-3030立花　明子 立花　明子 平21. 9. 1眼   診療所
     尼崎市東園田町９丁目１５番１１常　勤:    1 新規 現存
     号ライラック園田１Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310830,2510,9 すう整形外科 〒661-0982 06-6492-4154鄒　天祥 鄒　天祥 平21.10. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市食満７丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
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 310930,2511,7 さくら内科クリニック〒660-0893 06-6423-9910大野　允 大野　允 平21.11. 1内   呼内 診療所
     尼崎市西難波町１丁目１１番１０常　勤:    2 新規 循環器内科 現存
     号 (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311030,2514,1 あいだクリニック 〒661-0033 06-6437-9900医療法人社団あいだク會田　道夫 平22. 1. 1小   アレ 内  診療所
     尼崎市南武庫之荘２丁目２２番１常　勤:    1リニック　理事長　會 組織変更 現存
     ２号 (医       1)田　道夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311130,2515,8 尼崎新都心病院 〒661-0976 06-6493-1210医療法人財団　ヒュー黒田　誠一郎 平22. 2.28一般 病院
     尼崎市潮江１丁目３番４３号 常　勤:    7マンメディカル　理事 移動     一般   104現存
     (医       7)長　黒田　誠一郎 平28. 2.28療養
     非常勤:   32     療養    46
     (医      32) 内   外   脳外
     整外 放   リハ
     ②循内③消内④
     糖内⑧救急⑨腎
     内（人透）　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311230,2516,6 髙田循環器内科 〒661-0012 06-6420-7077医療法人社団髙田循環髙田　正 平22. 4. 1内   循   消  診療所
     尼崎市南塚口町３丁目１番２１号常　勤:    1器内科　理事長　髙田 組織変更 呼   リハ 現存
     塚口コーポラティブハウス１階 (医       1)　正 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311330,2517,4 小泉クリニック 〒661-0047 06-6432-7117医療法人社団小泉クリ小泉　民雄 平22. 5. 1内   小   整外診療所
     尼崎市西昆陽２丁目３５番１号 常　勤:    1ニック　理事長　小泉 組織変更 現存
     (医       1)　民雄 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311430,2518,2 きたつじクリニック 〒660-0054 06-6430-7708医療法人社団きたつじ北逵　光史郎 平22. 5. 1内   外   診療所
     尼崎市西立花町３丁目１－１たち常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 乳腺外科 現存
     ばなＴＷＯ－ＯＮＥ　１０１ (医       1)北逵　光史郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311530,2521,6 城内六島クリニック 〒660-0826 06-6481-6940医療法人社団六翠会　山本　茂生 平22. 9. 1内   診療所
     尼崎市北城内８８番 常　勤:    2理事長　六島　大 新規 人工透析内科 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311630,2523,2 毛利眼科 〒660-0801 06-4868-3910医療法人社団毛利眼科毛利　祐介 平23. 1. 1眼   診療所
     尼崎市長洲東通１丁目９番３２号常　勤:    1　理事長　毛利　祐介 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 311730,2524,0 貝塚クリニック 〒661-0025 06-6421-8500医療法人社団貝塚クリ貝塚　高秋 平23. 1. 1整外 内   リハ診療所
     尼崎市立花町１丁目１４－８ 常　勤:    1ニック　理事長　貝塚 移動 現存
     (医       1)　高秋 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311830,2526,5 さわだ整形外科 〒661-0002 06-6421-4154医療法人社団さわだ整澤田　元幸 平23. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市塚口町１丁目１２番の８青常　勤:    1形外科　理事長　澤田 組織変更 現存
     山塚口ビル２Ｆ (医       1)　元幸 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311930,2527,3 松島医院 〒661-0035 06-6432-1311松島　弘樹 松島　弘樹 平23. 3. 1内   外   小  診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目６－１４ 常　勤:    1 新規 リハ 精   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312030,2528,1 市民健康開発センター〒661-0012 06-6426-6121公益財団法人尼崎健康島田　達治 平23. 4. 1リハ 診療所
     ハーティ２１ 尼崎市南塚口町四丁目４番８号 常　勤:    2医療財団　理事長　江 新規 現存
     (医       2)川　隆生 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312130,2530,7 こんどう整形外科 〒660-0822 06-6488-5215医療法人社団こんどう近藤　啓司 平23. 4. 1整外 外   内  診療所
     尼崎市杭瀬南新町１丁目１番２３常　勤:    1整形外科　理事長　近 組織変更 皮   精   リハ現存
     号エクセレントシティビル２階 (医       1)藤　啓司 平29. 4. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312230,2531,5 大矢耳鼻咽喉科 〒661-0033 06-6430-9960医療法人社団大矢耳鼻大矢　良人 平23. 4. 1耳い 診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目２３番１常　勤:    1咽喉科　理事長　大矢 移動 現存
     ９号 (医       1)　良人 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312330,2532,3 西森なおのてクリニッ〒661-0001 06-6422-6221西森　婦美子 西森　婦美子 平23. 5. 1他   アレ 内  診療所
     ク 尼崎市塚口本町１－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312430,2533,1 神崎病院 〒661-0967 06-6499-8466林　圭造 林　圭造 平23. 4.28療養        57病院
     尼崎市浜３丁目１－１０ 常　勤:    3 その他 内   循   消  現存
     (医       3) 平29. 4.28外   整外 放  
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 312530,2534,9 いまきたファミリーク〒660-0892 06-6625-8188医療法人社団いまきた今北　正道 平23. 6. 1内   他   外  診療所
     リニック 尼崎市東難波町３丁目１０番２０常　勤:    1ファミリークリニック 組織変更 整外 現存
     号 (医       1)　理事長　今北　正道 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312630,2535,6 ふじた内科 〒661-0953 06-6493-7678医療法人社団ふじた内藤田　一成 平23. 6. 1内   診療所
     尼崎市東園田町５丁目１８番地の常　勤:    1科　理事長　藤田　一 組織変更 現存
     ３ (医       1)成 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312730,2537,2 なかのクリニック 〒661-0002 06-6420-8898中野　爲夫 中野　爲夫 平23. 8. 1内   循   診療所
     尼崎市塚口町２丁目２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312830,2538,0 わだ脳神経外科クリニ〒660-0803 06-4868-2274和田　太郎 和田　太郎 平23. 8. 1脳外 神内 診療所
     ック 尼崎市長洲本通１－１０－１アテ常　勤:    1 新規 現存
     ーナ２１・１Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312930,2540,6 築地医院 〒660-0858 06-6435-8672坂本　達彦 坂本　達彦 平24. 1. 1内   消   循  診療所
     尼崎市築地３丁目２番１３号 常　勤:    3 新規 小   整外 皮  現存
     (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313030,2541,4 太田内科医院 〒661-0032 06-6437-6895医療法人社団眞愛会　太田　秀行 平23.12. 1内   循   消  診療所
     尼崎市武庫之荘東２丁目２８番１常　勤:    1理事長　太田　秀行 移動 現存
     ３号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313130,2542,2 新藤クリニック 〒661-0033 06-6434-1008医療法人社団新藤クリ新藤　高士 平24. 1. 1内   循   他  診療所
     尼崎市南武庫之荘１丁目２７番１常　勤:    1ニック　理事長　新藤 組織変更 現存
     号 (医       1)　高士 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313230,2543,0 にしむら眼科・皮フ科〒661-0012 06-6435-8526西村　雅史 西村　雅史 平24. 2. 1眼   皮   診療所
     クリニック 尼崎市南塚口町２－４０－２１グ常　勤:    1 新規 現存
     ランシャリオＳＯＵＴＨ１Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 313330,2544,8 さくらいクリニック 〒661-0043 06-6431-5555医療法人社団　さくら櫻井　 平24. 2. 1整外 内   リハ診療所
     尼崎市武庫元町一丁目２５番１４常　勤:    1いクリニック　理事長 移動 リウ 現存
     号 (医       1)　櫻井　 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313430,2545,5 塩山心療内科 〒660-0052 06-6414-0334医療法人社団　塩山心塩山　晃彦 平24. 2. 1精   心内 診療所
     尼崎市七松町１丁目２番１－６０常　勤:    1療内科　理事長　塩山 組織変更 現存
     １Ｅ (医       1)　晃彦 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313530,2546,3 鈴木眼科医院 〒661-0024 06-6429-3671医療法人社団　鈴木眼鈴木　温 平24. 2. 1眼   診療所
     尼崎市三反田町１丁目８番２６号常　勤:    1科医院　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (医       1)　温 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313630,2547,1 阪神医療生活協同組合〒661-0972 06-6491-5138阪神医療生活協同組合山﨑　史郎 平24. 4. 1内   小   整外診療所
     　小中島診療所 尼崎市小中島２丁目８番８号 常　勤:    2　理事長　中村　大蔵 移動 皮   リハ 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313730,2549,7 中野整形外科運動器リ〒660-0814 06-6488-7754医療法人社団中野整形中野　博友 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     ハビリテーションクリ尼崎市杭瀬本町１丁目９番２４号常　勤:    2外科　理事長　中野　 組織変更 現存
     ニック (医       2)博友 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313830,2551,3 萩原眼科クリニック 〒660-0877 06-6411-5853医療法人社団萩原眼科萩原　正博 平24. 5. 1眼   形外 美外診療所
     尼崎市宮内町２丁目４２番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)萩原　正博 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313930,2552,1 きたまちクリニック 〒661-0003 06-6421-0550清野　貴子 清野　貴子 平24. 6. 1小   内   アレ診療所
     尼崎市富松町４丁目８－２８ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314030,2553,9 はしもとクリニック 〒661-0002 06-6427-8864医療法人社団はしもと橋本　晃 平24. 6. 1消   内   診療所
     尼崎市塚口町１丁目１５番地４三常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     木ビル２Ｆ (医       1)橋本　晃 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314130,2557,0 かつた眼科クリニック〒660-0827 06-6483-3570医療法人社団かつた眼勝田　英人 平24. 8. 1眼   診療所
     尼崎市西大物町１２－４１アマゴ常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     ッタ５階 (医       1)　勝田　英人 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314230,2558,8 尼崎駅前メンタルクリ〒661-0976 06-6498-1777麻生川　晶 麻生川　晶 平24.10. 1心内 精   診療所
     ニック 尼崎市潮江１丁目３番４３号２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 314330,2561,2 やまなか腎泌尿器科ク〒661-0035 06-6437-2777山中　和樹 山中　和樹 平24.11. 1ひ   診療所
     リニック 尼崎市武庫之荘１丁目１８番５号常　勤:    1 新規 現存
     武庫之荘メディカルキューブ２Ｆ(医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314430,2563,8 太田眼科クリニック 〒661-0035 06-6480-5631医療法人社団眞愛会　太田　眞理子 平24.11. 1眼   診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目２０番１１常　勤:    1理事長　太田　秀行 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314530,2564,6 浜見泌尿器科 〒660-0803 06-6480-5737濱見　學 濱見　學 平24.12. 1ひ   診療所
     尼崎市長洲本通１－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314630,2568,7 ささきクリニック 〒660-0827 06-4868-5550医療法人社団ささきク佐々木　亮太郎 平25. 4. 1内   循   診療所
     尼崎市西大物町１２番４１号アマ常　勤:    1リニック　理事長　佐 移動 現存
     ゴッタ４階 (医       1)々木　亮太郎 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314730,2569,5 医療法人　朗源会　岩〒660-0815 06-6481-1727医療法人　朗源会　理古武　彌嗣 平25. 5. 1内   ひ   診療所
     﨑クリニック 尼崎市杭瀬北新町３丁目２番２３常　勤:    3事長　大隈　義彦 その他 現存
     号 (医       3) 平25. 5. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314830,2570,3 アマルネス　クリニッ〒660-0805 06-6482-4111社会福祉法人　あかね宮崎　千賀 平25. 6. 1内   心内 精  診療所
     ク 尼崎市西長洲町２丁目３５番１号常　勤:    1　理事長　松本　真希 新規 現存
     (医       1)子 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314930,2571,1 やまなか皮フ科クリニ〒661-0043 06-6415-7788山中　隆嗣 山中　隆嗣 平25. 6. 1皮   アレ 形外診療所
     ック 尼崎市武庫元町１－２４－１２ニ常　勤:    1 新規 現存
     ューメゾン武庫１０２ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315030,2573,7 こどもクリニックまえ〒660-0827 06-6487-5550前野　敏也 前野　敏也 平25. 6. 1小   診療所
     の 尼崎市西大物町１２番４１号アマ常　勤:    1 新規 現存
     ゴッタ医療センター４階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315130,2574,5 山内メンタルクリニッ〒661-0033 06-6438-8400山内　道士 山内　道士 平25. 6. 1心内 精   診療所
     ク 尼崎市南武庫之荘１丁目１３番３常　勤:    1 新規 現存
     号ウーノ武庫之荘２階 (医       1) 平25. 6. 1
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 315230,2575,2 ＪＵＮレディースクリ〒661-0976 06-4960-8115医療法人社団ＪＵＮレ村田　純江 平25. 6. 1婦   産   診療所
     ニック 尼崎市潮江１丁目３－３５　３Ｆ常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　村田　純江 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315330,2576,0 おぎの耳鼻いんこう科〒661-0012 06-6429-8787医療法人社団おぎの耳荻野　公一 平25. 8.12耳い アレ 診療所
     ・アレルギー科 尼崎市南塚口町２丁目１７番１２常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　荻 移動 現存
     号 (医       2)野　公一 平25. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315430,2578,6 きょう整形外科・神経〒660-0861 06-6411-0714姜　良勲 姜　良勲 平25.12. 1一般         5診療所
     外科クリニック 尼崎市御園町５４番地カーム尼崎常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     ３階３０１－２～５ (医       1) 平25.12. 1神経外科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315530,2579,4 高橋内科 〒660-0814 06-6488-6315髙橋　洋二 髙橋　洋二 平25.11. 1内   診療所
     尼崎市杭瀬本町１丁目９－２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315630,2581,0 浜本クリニック 〒661-0022 06-6429-1917医療法人社団　浜本ク濵本　順博 平26. 1. 1内   診療所
     尼崎市尾浜町２丁目２１番４１号常　勤:    1リニック　理事長　濵 組織変更 胃腸内科 現存
     (医       1)本　順博 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315730,2582,8 眼科・皮フ科　横谷ク〒660-0077 06-6416-8720横谷　健治 横谷　健治 平26. 1. 1眼   皮   診療所
     リニック 尼崎市大庄西町２丁目２２－３０常　勤:    4 交代 現存
     －１０７ (医       4) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315830,2585,1 中川診療所 〒660-0063 06-6417-1836医療法人社団　中川診中川　勝 平26. 2. 1内   小   呼内診療所
     尼崎市大庄北３丁目５番１号 常　勤:    1療所　理事長　中川　 組織変更 現存
     (医       1)勝 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315930,2587,7 よしだクリニック 〒661-0953 06-4950-0852吉田　商浩 吉田　商浩 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市東園田町９丁目４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316030,2589,3 伊藤医院 〒661-0022 06-6429-3337医療法人社団　伊藤医伊藤　祐一 平26. 3. 1内   皮   小  診療所
     尼崎市尾浜町３丁目２０番６号 常　勤:    1院　理事長　伊藤　祐 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)一 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316130,2592,7 おおはしクリニック 〒661-0953 06-4960-1126大橋　康人 大橋　康人 平26. 5. 1ひ   診療所
     尼崎市東園田町９－４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
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 316230,2593,5 岡﨑こどもクリニック〒661-0032 06-4950-0542岡﨑　仁志 岡﨑　仁志 平26. 5. 1小   アレ 診療所
     尼崎市武庫之荘東１丁目１番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316330,2594,3 ゆめクリニック 〒661-0975 06-6415-8387社会福祉法人　隆生福井上　芳樹 平26. 6. 1内   外   精  診療所
     尼崎市下坂部３丁目３番１号 常　勤:    1祉会　理事長　藤本　 新規 現存
     (医       1)加代子 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316430,2596,8 医療法人社団武部整形〒660-0062 06-6413-2277医療法人社団武部整形武部　恭一 平26. 5. 1一般        19診療所
     外科リハビリテーショ尼崎市浜田町５丁目２８ 常　勤:    1外科リハビリテーショ 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ン (医       1)ン　理事長　武部　恭 平26. 5. 1
     非常勤:    4一
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316530,2597,6 山本　医院 〒660-0063 06-6417-2351山本　信光 山本　信光 平26. 7. 1内   皮   形外診療所
     尼崎市大庄北２丁目２２－１１フ常　勤:    1 新規 現存
     ォートレス１０１号 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316630,2599,2 はらクリニック 〒660-0892 06-6415-9081医療法人社団　はらク原　秀憲 平26. 6. 1内   神内 リハ診療所
     尼崎市東難波町５丁目７－２０ア常　勤:    1リニック　理事長　原 組織変更 精   形外 現存
     ドニス東難波１階 (医       1)　秀憲 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316730,2602,4 はんしんメンタルクリ〒661-0002 06-6427-7155医療法人社団　はんし真殿　実 平26. 5. 1心内 精   神内診療所
     ニック 尼崎市塚口町１丁目１３番１－２常　勤:    2んメンタルクリニック 組織変更 現存
     ０１号 (医       2)　理事長　真殿　実 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316830,2604,0 みやまクリニック 〒660-0051 06-6489-5552三山　崇英 朴（三山）　崇英 平26. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市東七松町１－１０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316930,2605,7 武庫之荘駅前梅華会耳〒661-0033 06-6432-3341医療法人社団　梅華会吉本　公一郎 平26. 9. 1耳い アレ 小  診療所
     鼻咽喉科クリニック 尼崎市南武庫之荘１丁目１３番３常　勤:    1　理事長　梅岡　比俊 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     号ＵＮＯ武庫之荘１階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 317030,2606,5 いなでら透析クリニッ〒661-0981 06-6491-8080金田　州弘 金田　州弘 平26. 9. 1ひ   診療所
     ク 尼崎市猪名寺２－１４－１４ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317130,2607,3 おかもとクリニック 〒661-0012 06-6421-1368岡本　朋子 岡本　朋子 平26.10. 1内   診療所
     尼崎市南塚口町２丁目３４－９ 常　勤:    1 新規 消化器内科① 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317230,2608,1 やまさきファミリーク〒660-0861 06-6430-0567山前　浩一郎 山前　浩一郎 平26.10. 1小   診療所
     リニック 尼崎市御園町５４番地カーム尼崎常　勤:    1 新規 ①老年内科②糖現存
     ３Ｆ (医       1) 平26.10. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317330,2609,9 堀内小児科 〒661-0035 06-6423-8537堀内　直美 堀内　直美 平26.11. 1小   アレ 診療所
     尼崎市武庫之荘２丁目５－２　２常　勤:    1 新規 現存
     ０１号 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317430,2610,7 瀬口眼科クリニック 〒661-0035 06-6433-9014 口　道秀 口　道秀 平26.10. 1眼   診療所
     尼崎市武庫之荘１丁目１０番１０常　勤:    1 交代 現存
     号エスポアールビル１階 (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317530,2611,5 久保医院 〒661-0953 06-6493-1990医療法人社団久保医院久保　仁 平26.11. 1内   外   診療所
     尼崎市東園田町９丁目４８－１ 常　勤:    1　理事長　久保　仁邦 移動 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317630,2612,3 はらリハビリテーショ〒660-0875 06-6412-6850藤田　茂夫 藤田　 夫 平26.11. 1神内 リハ 内  診療所
     ンクリニック 尼崎市南竹谷町２丁目３７番地 常　勤:    1 交代 形外 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317730,2613,1 医療法人新星会　耳鼻〒661-0001 06-6422-8733医療法人新星会　理事新井　昇治 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科あらいクリニッ尼崎市塚口本町三丁目２９番２５常　勤:    1長　新井　昇治 組織変更 小児耳鼻咽喉科現存
     ク 号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317830,2614,9 はやし皮フ科クリニッ〒660-0827 06-4868-8867医療法人社団　はやし林　一弘 平27. 1. 1皮   診療所
     ク 尼崎市西大物町１２番４１号アマ常　勤:    1皮フ科クリニック　理 組織変更 現存
     ゴッタ４階 (医       1)事長　林　一弘 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 317930,2615,6 ほんじょう耳鼻咽喉科〒661-0035 06-6435-3387本荘　智康 本荘　智康 平27. 2. 1耳い 診療所
     クリニック 尼崎市武庫之荘１丁目３７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318030,2616,4 まつもとファミリーク〒661-0035 06-6436-8699松本　重人 松本　重人 平27. 2. 1内   小   診療所
     リニック 尼崎市武庫之荘１丁目３７番１４常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318130,2617,2 医療法人　眞愛会　伊〒660-0883 06-6417-4125医療法人眞愛会　理事森本　訓行 平27. 2. 4整外 形外 内  診療所
     東くりにっく尼崎院 尼崎市神田北通６丁目１６８番地常　勤:    1長　伊東　信久 その他 現存
     ４ (医       1) 平27. 2. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318230,2618,0 塚口やまもと皮膚科 〒661-0002 06-6423-7751山本　維人 山本　維人 平27. 4. 1皮   診療所
     尼崎市塚口町１丁目１６－６ハイ常　勤:    1 新規 現存
     ネススガヤビル３階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318330,2619,8 カーム尼崎健診プラザ〒660-0861 06-6430-1315社会医療法人　愛仁会中嶌　一彦 平27. 4. 1内   診療所
     尼崎市御園町５４番地カーム尼崎常　勤:    1　理事長　内藤　嘉之 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318430,2620,6 医療法人　桜会　ゆた〒661-0025 06-4961-5700医療法人桜会　理事長松島　豊 平27. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     かクリニック 尼崎市立花町一丁目５番１５号 常　勤:    2　松島　豊 その他 内   脳外 現存
     (医       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318530,2622,2 なかの医院 〒660-0883 06-6430-6866医療法人峻伸会　理事中野　康夫 平27. 5. 1眼   診療所
     尼崎市神田北通２丁目１２番地の常　勤:    1長　春次　伸次郎 新規 現存
     １大陽ビルディング２Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318630,2623,0 医療法人福慈会　尼崎〒660-0892 06-6423-7231医療法人福慈会　理事瀬谷　江利子 平27. 5. 1内   診療所
     クリニック 尼崎市東難波町五丁目１７番１８常　勤:    1長　福智　隆介 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318730,2624,8 しのざき医院 〒660-0893 06-6417-0319医療法人社団　しのざ篠崎　一哉 平27. 4. 1内   診療所
     尼崎市西難波町３丁目２９番１０常　勤:    2き医院　理事長　篠崎 組織変更 現存
     号 (医       2)　一哉 平27. 4. 1
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 318830,2625,5 伊東外科医院 〒660-0801 06-6481-5944伊東　通裕 伊東　通裕 平27. 4. 1外   内   整外診療所
     尼崎市長洲東通１丁目７－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318930,2626,3 はくほう会セントラル〒661-0953 06-4960-6800医療法人伯鳳会　理事古賀　正史 平27. 4. 1一般       211病院
     病院 尼崎市東園田町四丁目２３番地の常　勤:   19長　古城　資久 その他 療養        37現存
     １ (医      19) 平27. 4. 1脳外 内   外  
     非常勤:   20 整外 麻   放  
     (医      20) 神内 リハ 心外
     ①救急科　②循
     環器内科　肛門
     外科　消化器外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319030,2627,1 黒田医院 〒661-0012 06-6428-5252黒田　昌男 黒田　昌男 平27. 8. 1ひ   診療所
     尼崎市南塚口町３－８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319130,2628,9 江崎医院 〒661-0953 06-6493-3818江崎　弘彦 江崎　弘彦 平27. 7. 1内   皮   診療所
     尼崎市東園田町９丁目１－１３ 常　勤:    1 交代 ②胃腸内科　漢現存
     (医       1) 平27. 7. 1方内科　循環器
     非常勤:    1 内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319230,2629,7 兵庫県立尼崎総合医療〒660-8550 06-6480-7000兵庫県知事　井戸　敏平家　俊男 平27. 7. 1一般 病院
     (30,0752,5) センター 尼崎市東難波町２丁目１７番７７常　勤:  228三 その他     一般   714現存
     号 (医     225) 平27. 7. 1一般
     (歯       3)     感染     8
     非常勤:  151 一般
     (医     146)     精神     8
     (歯       5) 内   呼内 神内
     心内 精   リウ
     アレ 外   呼外
     心外 脳外 整外
     リハ 形外 皮  
     耳い ひ   産婦
     眼   麻   歯外
     小   小外 病理
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 319330,2630,5 しおたクリニック 〒660-0822 06-4868-4801潮田　昌之 潮田　昌之 平27. 8. 1内   小   診療所
     尼崎市杭瀬南新町４－１－２４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319430,2631,3 医療法人社団　渡部眼〒661-0976 06-6423-9720医療法人社団渡部眼科渡部　暁也 平27. 9. 1眼   診療所
     科 尼崎市潮江一丁目３番４３号 常　勤:    1　理事長　渡部　暁也 移動 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319530,2632,1 やまもと内科クリニッ〒661-0965 06-6498-4976山本　房子 山本　房子 平27.10. 1内   診療所
     ク 尼崎市次屋二丁目１３番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319630,2633,9 医療法人寿栄会　あり〒660-0803 06-6482-6860医療法人　寿栄会　理吉川　敦 平27.11. 1精   心内 診療所
     まこうげん診療所 尼崎市長洲本通一丁目９番３２号常　勤:    2事長　小川　豐照 新規 現存
     (医       2) 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319730,2634,7 西川整形外科リハビリ〒661-0031 06-6431-4300医療法人社団リハケア西川　哲夫 平27. 9.24整外 リハ リウ診療所
     クリニック 尼崎市武庫之荘本町１丁目１番４常　勤:    1会　理事長　西川　哲 移動 現存
     号 (医       1)夫 平27. 9.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319830,2635,4 たかはし皮膚科クリニ〒661-0981 06-6424-4112髙橋　謙 髙橋　謙 平27.12. 1皮   アレ 診療所
     ック 尼崎市猪名寺３丁目５－１５　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319930,2636,2 たきかわ循環器内科ク〒661-0035 06-6437-8101滝川　道生 滝川　道生 平27.12. 1内   診療所
     リニック 尼崎市武庫之荘１－１８－５武庫常　勤:    1 新規 ①循環器内科 現存
     之荘メディカルキューブ２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320030,2638,8 むらた耳鼻咽喉科クリ〒661-0981 06-6424-4133村田　潤子 村田　潤子 平28. 1. 1耳い アレ 診療所
     ニック 尼崎市猪名寺３－５－１５－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320130,2639,6 ひのうえ皮フ科形成外〒661-0979 06-6423-7340 上　敦 上　敦 平28. 2. 1皮   形外 診療所
     科クリニック 尼崎市上坂部１－４－１ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320230,2640,4 こころとからだの良ク〒661-0976 06-6499-6888平杉　嘉一郎 平杉　嘉一郎 平28. 2. 1婦   心内 精  診療所
     リニック 尼崎市潮江１－１６－１アミング常　勤:    1 新規 現存
     潮江ウエスト２番館２階 (医       1) 平28. 2. 1
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 320330,2641,2 かわもと耳鼻咽喉科ク〒661-0979 06-6494-8700河本　光平 河本　光平 平28. 2. 1耳い アレ 診療所
     リニック 尼崎市上坂部１丁目４番１号ミリ常　勤:    1 新規 現存
     オンタウン塚口クリニックモール(医       1) 平28. 2. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320430,2642,0 医療法人松人会　松本〒661-0976 06-6491-9090医療法人松人会　理事黒田　裕美 平28. 3. 1眼   診療所
     眼科 尼崎市潮江一丁目３番１号あまが常　勤:    1長　松本　文人 新規 現存
     さきキューズモール１Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320530,2643,8 よしむら整形外科骨粗〒661-0979 06-6494-8686吉村　俊彦 吉村　俊彦 平28. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     しょう症クリニック 尼崎市上坂部１－４－１ミリオン常　勤:    1 新規 現存
     タウン塚口２階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320630,2644,6 森川内科クリニック 〒661-0979 06-6439-7337森川　髙司 森川　髙司 平28. 2. 8内   呼内 診療所
     尼崎市上坂部１丁目４番１号ミリ常　勤:    1 移動 ②消化器内科 現存
     オンタウン塚口２階 (医       1) 平28. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320730,2645,3 はまだクリニック 〒661-0953 06-6498-4888医療法人社団　瑛信会濱田　信一 平28. 2. 1内   診療所
     尼崎市東園田町九丁目４番３０号常　勤:    1　理事長　濱田　信一 組織変更 ②循環器内科　現存
     (医       1) 平28. 2. 1人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320830,2646,1 ヨシマツ小児科 〒661-0976 06-6499-0257医療法人社団　ヨシマ吉松　剛雄 平28. 2. 1小   診療所
     尼崎市潮江１丁目１５番３－２０常　勤:    1ツ小児科　理事長　吉 組織変更 現存
     ４号 (医       1)松　剛雄 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320930,2647,9 ほんじょう整形外科ク〒661-0981 06-6421-3000本庄　正朋 本庄　正朋 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     リニック 尼崎市猪名寺３丁目５－１５　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321030,2648,7 眼科山口クリニック 〒661-0953 06-6498-6650山口　泰孝 山口　泰孝 平28. 4. 1眼   診療所
     尼崎市東園田町９丁目４８番１号常　勤:    1 新規 現存
     園田阪急プラザ１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321130,2649,5 みつるクリニック 〒660-0892 06-6481-3326柱本　満 柱本　満 平28. 4. 1糖尿病内科　代診療所
     尼崎市東難波町２－１４－２１尼常　勤:    1 新規 謝内科 現存
     崎センタービル２・３Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321230,2651,1 改正眼科 〒661-0002 06-6429-5005改正　良江 改正　良江 平28. 4. 1眼   診療所
     尼崎市塚口町１丁目１３－７レジ常　勤:    1 移動 現存
     オン塚口１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
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 321330,2652,9 おくもとクリニック 〒661-0979 06-6498-1001奥本　聡 奥本　聡 平28. 5. 1内   診療所
     尼崎市上坂部１丁目１番１号ＶＩ常　勤:    1 新規 ①消化器内科②現存
     ＥＲＲＡ塚口３０３ (医       1) 平28. 5. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321430,2653,7 社会医療法人愛仁会　〒660-0828 06-6482-0001社会医療法人愛仁会　松森　良信 平28. 5. 1一般 病院
     尼崎だいもつ病院 尼崎市東大物町一丁目１番１号 常　勤:    7理事長　内藤　嘉之 新規     一般   199現存
     (医       7) 平28. 5. 1内   呼内 神内
     非常勤:    8 整外 ひ   リハ
     (医       8) ③循内　消内　
     糖内内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321530,2654,5 べっしょ眼科クリニッ〒661-0979 06-6494-2355別所　弘朗 別所　弘朗 平28. 5. 1眼   診療所
     ク 尼崎市上坂部１丁目１番１号ＶＩ常　勤:    1 新規 現存
     ＥＲＲＡ塚口　３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321630,2655,2 とみた脳神経クリニッ〒661-0035 06-6434-1236医療法人社団とみた脳冨田　洋司 平28. 5. 1脳外 神内 放  診療所
     ク 尼崎市武庫之荘１丁目１８番５号常　勤:    1神経クリニック　理事 組織変更 現存
     武庫之荘メディカルキューブ１Ｆ(医       1)長　冨田　洋司 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321730,2656,0 なりた医院 〒661-0974 06-6497-1616医療法人社団　なりた成田　克浩 平28. 5. 1内   診療所
     尼崎市若王寺２丁目４番１０号 常　勤:    1医院　理事長　成田　 組織変更 ②消化器内科 現存
     (医       1)克浩 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321830,2657,8 医療法人社団　真凰会〒661-0975 06-6491-2468医療法人社団　真凰会宮脇　貴也 平28. 5. 1眼   診療所
     　みやわき眼科 尼崎市下坂部２丁目２４－１３ 常　勤:    1　みやわき眼科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　宮脇　貴也 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321930,2658,6 もりむら眼科 〒661-0981 06-6429-4146森村　浩之 森村　浩之 平28. 6. 1眼   診療所
     尼崎市猪名寺３－５－１５　２階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322030,2659,4 よしだ循環器内科クリ〒661-0044 06-6415-7901医療法人社団　和華会吉田　和弘 平28. 5. 2内   診療所
     ニック 尼崎市武庫町１丁目３６番２７－常　勤:    1　よしだ循環器内科ク 移動 ②循環器内科 現存
     １０１号 (医       1)リニック　理事長　吉 平28. 5. 2
     田　和弘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322130,2661,0 つじもと整形外科リウ〒660-0803 06-6401-4016医療法人社団つじもと 本　和雄 平28. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     マチ・リハビリテーシ尼崎市長洲本通３丁目１番１号 常　勤:    1整形外科リウマチ・リ 組織変更 外   内   皮  現存
     ョン (医       1)ハビリテーション　理 平28. 5. 1
     事長　 本　和雄
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 322230,2662,8 内藤クリニック 〒661-0012 06-6427-1570内藤　彰彦 内藤　彰彦 平28. 6. 1内   診療所
     尼崎市南塚口町１丁目３０番１０常　勤:    2 交代 ②消化器内科③現存
     号 (医       2) 平28. 6. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322330,2663,6 でんの整形外科 〒661-0033 06-6433-0333田野　確郎 田野　確郎 平28. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     尼崎市南武庫之荘４丁目３－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322430,2664,4 あまなクリニック 〒660-0883 06-6412-2085医療法人社団　上枝診西藤　直哉 平28. 7. 1精   心内 診療所
     尼崎市神田北通一丁目７番地１ 常　勤:    2療所　理事長　西藤　 移動 現存
     (医       2)直哉 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322530,2666,9 武居レディースクリニ〒661-0979 06-6499-3355武居　智信 武居　智信 平28. 8. 1婦   産   診療所
     ック塚口院 尼崎市上坂部１丁目１番１号ＶＩ常　勤:    2 新規 現存
     ＥＲＲＡ塚口３Ｆ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322630,2667,7 槇林内科医院 〒661-0033 06-6438-1800槇林　弘之郎 槇林　弘之郎 平28. 9. 1内   診療所
     尼崎市南武庫之荘３丁目６番１２常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322730,2668,5 尼崎駅前耳鼻咽喉科の〒661-0976 06-6496-4187野澤　眞司 野澤　眞司 平29. 1. 4耳い アレ 診療所
     ざわクリニック 尼崎市潮江１丁目３番４３号　２常　勤:    1 移動 ②小児耳鼻咽喉現存
     Ｆ (医       1) 平29. 1. 4科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322830,2669,3 加藤道夫肝臓内科クリ〒661-0012 06-6423-5222加藤　道夫 加藤　道夫 平29. 1. 1内   診療所
     ニック 尼崎市南塚口町２丁目１番塚口さ常　勤:    1 組織変更 ①肝臓内科 現存
     んさんタウン２番館３１０号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322930,2670,1 松島整形外科医院 〒661-0979 06-6492-3376医療法人社団　松島整松島　正弘 平29. 2. 1整外 診療所
     尼崎市上坂部三丁目２９番８号 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松島　正弘 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323030,2671,9 あらいクリニック 〒660-0882 06-6411-0303医療法人社団　あらい新井　啓之 平29. 2. 1心内 精   診療所
     尼崎市昭和南通４丁目６８番３号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     セントラルパークビル２Ｆ (医       1)新井　啓之 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 323130,2672,7 うちだ痛みのクリニッ〒661-0012 06-6426-2226医療法人社団うちだ痛内田　貴久 平29. 5. 1麻   診療所
     ク 尼崎市南塚口町２丁目３３番１号常　勤:    1みのクリニック　理事 移動 現存
     ペルラ南塚口１０１号 (医       1)長　内田　貴久 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323230,2673,5 たにぐちクリニック 〒661-0976 06-6491-1123医療法人社団　たにぐ谷口　秀典 平29. 5. 1内   診療所
     尼崎市潮江１丁目２番６号尼崎フ常　勤:    1ちクリニック　理事長 組織変更 ②糖尿病・内分現存
     ロントビル１階 (医       1)　谷口　秀典 平29. 5. 1泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323330,2674,3 木戸整形外科 〒661-0034 06-6437-7722医療法人社団　木戸整木戸　一二 平29. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     尼崎市武庫之荘西２丁目５３番１常　勤:    1形外科　理事長　木戸 組織変更 現存
     ２号 (医       1)　一二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323430,2675,0 早藤産婦人科 〒660-0893 06-6401-3628早藤　雅也 早藤　雅也 平29. 5. 9産婦 診療所
     尼崎市西難波町６丁目６－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323530,2676,8 みやさきクリニック 〒661-0002 06-6422-5670宮嵜　圭央 宮嵜　圭央 平29. 7. 1内   眼   診療所
     尼崎市塚口町２丁目８－２ 常　勤:    2 新規 ②消化器内科 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323630,2677,6 いとせクリニック 〒661-0031 06-6438-1107糸瀬　一陽 糸瀬　一陽 平29.10. 1内   診療所
     尼崎市武庫之荘本町３丁目１１番常　勤:    1 新規 ②消化器内科 現存
     １号アークヒルズ１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323730,2678,4 内科外科にしぐち医院〒661-0012 06-6423-5511西口　完二 西口　完二 平29.10. 1内   外   診療所
     尼崎市南塚口町２丁目１５－７ 常　勤:    1 新規 ②胃腸内科③肛現存
     (医       1) 平29.10. 1門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323830,2679,2 西村クリニック 〒660-0052 06-6416-7100西村　正仁 西村　正仁 平29. 8.18内   診療所
     尼崎市七松町２丁目３－４ 常　勤:    1 交代 ②糖尿病内科 現存
     (医       1) 平29. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323930,2680,0 にしはまこどもクリニ〒660-0803 06-6423-8255西濱　扶生子 西濱　扶生子 平29.12. 1小   アレ 診療所
     ック 尼崎市長洲本通一丁目６－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324030,2681,8 かなやま医院 〒661-0024 06-6427-6505金山　拓司（金　拓司金　拓司 平29.12. 1内   呼内 アレ診療所
     尼崎市三反田町３丁目１１－２４常　勤:    1） その他 外   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 324130,2682,6 眞田医院 〒660-0052 06-6416-4387眞田　幸尚 眞田　幸尚 平29.12.21内   診療所
     尼崎市七松町１丁目３番１－１０常　勤:    1 交代 腫瘍内、血液内現存
     １号 (医       1) 平29.12.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324230,2683,4 かやはらクリニック 〒660-0812 06-4950-0122医療法人社団かやはら栢原　尚之 平30. 1. 1心内 精   診療所
     尼崎市今福１丁目１番２８号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 老年内科 現存
     (医       1)栢原　尚之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324330,2684,2 脇坂憲昭記念循環器ク〒661-0043 06-6436-1522鷹津　良樹 鷹津　良樹 平30. 1.22循環器内科　老診療所
     リニック 尼崎市武庫元町２丁目１２－１フ常　勤:    1 その他 年内科 現存
     ェルティ武庫元町１０１号室 (医       1) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324430,2685,9 あさいアイクリニック〒661-0033 06-6423-8871医療法人　恭青会　理浅井　智子 平30. 2. 1眼   診療所
     尼崎市南武庫之荘一丁目１９番２常　勤:    1事長　生野　恭司 その他 現存
     ６号サークルＦ　３階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324530,2686,7 梅華会わくわくこども〒661-0033 06-6438-3745医療法人社団　梅華会竹迫　倫太郎 平30. 4. 1小   診療所
     クリニック 尼崎市南武庫之荘１丁目１３番３常　勤:    1　理事長　梅岡　比俊 新規 現存
     号ウーノ武庫之荘２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324630,2687,5 ないとう醫院 〒660-0071 06-4950-0224内藤　武夫 内藤　武夫 平30. 4. 1内   診療所
     尼崎市崇徳院１丁目６番地の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324730,2688,3 整形外科　かわむらク〒661-0012 06-6423-7741河村　光廣 河村　光廣 平30. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 尼崎市南塚口町２丁目１２－１８常　勤:    1 新規 現存
     塚口若松ビル１Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324830,2689,1 新日鐵住金（株）　尼〒660-0856 06-6411-7634新日鐵住金株式会社　出口　安裕 平30. 4. 1内   診療所
     崎　健やかクリニック尼崎市東向島西之町１番地 常　勤:    1鋼管事業部　尼崎製造 その他 現存
     (医       1)所　所長　衣笠　秀典 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324930,2691,7 いちのせ形成外科皮膚〒661-0976 06-6123-7748一瀬　晃洋 一瀬　晃洋 平30. 5. 1形外 皮   美外診療所
     科　眼瞼フェイスクリ尼崎市潮江１丁目３番４３号　２常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     ニック Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325030,2692,5 にしおか内科クリニッ〒661-0002 06-6423-3300西岡　清訓 西岡　清訓 平30. 5. 1呼内 外   診療所
     ク 尼崎市塚口町１丁目１８番２０号常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     グランクラス塚口１０１ (医       1) 平30. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   354 頁

 325130,2693,3 松下メンタルクリニッ〒660-0881 06-6481-8119医療法人社団　松下メ松下　寿能 平30. 5. 1精   心内 診療所
     ク 尼崎市昭和通二丁目６番３０号尼常　勤:    1ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     崎イスティー２階 (医       1)事長　松下　寿能 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325230,2694,1 松﨑循環器内科 〒661-0002 06-6422-6666医療法人社団　松﨑循松﨑　圭輔 平30. 5. 1内   診療所
     尼崎市塚口町一丁目１６番６号ハ常　勤:    1環器内科　理事長　松 組織変更 ①循環器内科 現存
     イネススガヤビル２Ｆ (医       1)﨑　圭輔 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325331,0038,1 三浦医院 〒666-0026 三浦　信 三浦　信 昭39.12. 1内   小   診療所
     川西市南花屋敷２丁目８番１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325431,0041,5 阪本耳鼻咽喉科医院 〒666-0021 阪本　仁子 阪本　仁子 昭42. 7. 1耳い 診療所
     川西市栄根学２丁目１６番３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325531,0042,3 藤末医院 〒666-0021 藤末　慶 藤末　慶 昭42. 2. 1内   診療所
     川西市栄根１丁目８－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325631,0073,8 宮田医院 〒666-0142 宮田　明 宮田　明 昭48. 9. 1内   消   小  診療所
     川西市清和台東４丁目１－１２ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325731,0077,9 坂本医院 〒666-0111 072-794-2131坂本　寿子 坂本　寿子 昭49. 4. 1内   小   診療所
     川西市大和東３丁目５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325831,0089,4 中村小児科医院 〒666-0115 中村　修 中村　修 昭55. 2. 1内   小   皮  診療所
     川西市向陽台３丁目２－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325931,0096,9 医療法人協和会協立病〒666-0016 072-758-1131医療法人協和会　理事松下　一行 昭57.11. 1一般       313病院
     院 川西市中央町１６－５ 常　勤:   38長　北川　透 内   循   外  現存
     (医      38) 平24.11. 1整外 脳外 眼  
     非常勤:  141 リハ 放   麻  
     (医     141) 神内 皮   形外
     ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 326031,0097,7 医療法人協和会　協立〒666-0121 072-792-1301医療法人　協和会　理黄　泰平 昭58. 8. 1一般       200病院
     温泉病院 川西市平野１丁目３９－１ 常　勤:   16事長　北川　透 療養       265現存
     (医      16) 平28. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   14 放   リハ 皮  
     (医      14) ひ   神内 
     ④循環器内科⑤
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326131,0098,5 市立川西病院 〒666-0117 072-794-2321川西市長　大塩　民生姫野　誠一 昭58.10. 4一般       250病院
     川西市東畦野５丁目２１－１ 常　勤:   38 内   外   整外現存
     (医      38) 平28.10. 4小   産婦 耳い
     非常勤:   13 眼   ひ   麻  
     (医      13) 放   
     消内　循内　糖
     尿・内分泌内　
     緩和ケア外　病
     理診断
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326231,0099,3 医療法人晋真会　ベリ〒666-0125 0727-93-7890医療法人　晋真会　ベ辻村　知行 昭59. 1. 1一般       199病院
     タス病院 川西市新田１丁目２－２３ 常　勤:   20リタス病院　理事長　 内   外   整外現存
     (医      20)井上　丈久 平29. 1. 1脳外 呼内 産婦
     非常勤:   56 小   こう 神内
     (医      56) 放   麻   リハ
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326331,0102,5 丸尾眼科医院 〒666-0124 072-792-1816丸尾　亨 丸尾　亨 昭59. 3. 1眼   診療所
     川西市多田桜木２丁目３－２８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326431,0108,2 上月医院 〒666-0124 上月　清司 上月　清司 昭59. 7. 1内   小   診療所
     川西市多田桜木１－３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326531,0112,4 石田皮膚科医院 〒666-0121 0727-92-2220石田　均 石田　均 昭60. 1. 1皮   診療所
     川西市平野３丁目１７－１　上浦常　勤:    2 現存
     ビル２階 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326631,0114,0 正愛病院 〒666-0024 0727-58-5821藤島　恒治 藤島　恒治 昭60. 6. 1一般        55病院
     (31,0152,6) 川西市久代２丁目５－３４ 常　勤:    5 療養        44現存
     (医       4) 平30. 6. 1内   外   整外
     (歯       1) 脳外 リハ 放  
     非常勤:   18 麻   歯   歯外
     (医      18)
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 326731,0123,1 川西市医師会メディカ〒666-0016 0727-58-4721川西市長　大塩　民生藤末　洋 昭61. 6. 1内   外   婦  診療所
     ルセンター 川西市中央町１２番２号 常　勤:    1 小   眼   耳  現存
     (医       1) 平28. 6. 1放   ひ   皮  
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326831,0124,9 川西市応急診療所 〒666-0016 072-759-8711川西市長　大塩　民生織田　行雄 昭61. 6. 1内   診療所
     川西市中央町１２番２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326931,0136,3 神田内科小児科 〒666-0115 072-793-0502医療法人社団　医神会神田　明美 平元. 5. 1内   小   神内診療所
     川西市向陽台２丁目１－２６ 常　勤:    2　理事長　神田　明美 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327031,0139,7 森本耳鼻咽喉科医院 〒666-0015 0727-59-2153医療法人社団　森本耳森本　大和 平元. 8. 1耳い 診療所
     川西市小花１丁目９－１ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　森本　大和 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327131,0143,9 小亀整形外科医院 〒666-0129 0727-92-6002小亀　正春 小亀　正春 平 2. 1. 1外   整外 リハ診療所
     川西市緑台４丁目９－３１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327231,0145,4 辻医院 〒666-0124 0727-92-6181辻　康裕 辻　康裕 平 2. 4. 1内   診療所
     川西市多田桜木２丁目１１－３８常　勤:    1 ②循環器内科 現存
     吉永ビル多田駅前Ⅲ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327331,0146,2 青心会メンタルクリニ〒666-0016 072-758-1699医療法人社団　青心会益田　勤 平 2. 5. 1精   心内 診療所
     ック 川西市中央町６－７－３０１ 常　勤:    1　理事長　石島　正嗣 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327431,0152,0 九十九記念病院 〒666-0033 0727-59-9020鴨井　千絵 鴨井　公司 平 2.10. 1療養        82病院
     川西市栄町１０－４ 常　勤:    3 内   消   外  現存
     (医       3) 平29.10. 1整外 リハ 放  
     非常勤:   36 循   
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327531,0155,3 宍戸医院 〒666-0112 0727-94-1196医療法人社団　宍戸医宍戸　元 平 3. 1. 1内   外   診療所
     川西市大和西１丁目４９番８号 常　勤:    1院　理事長　宍戸　元 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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 327631,0159,5 たけもと小児科医院 〒666-0033 072-759-6100医療法人社団健児会　竹本　 行 平 3. 8. 1小   診療所
     川西市栄町１３－８ 常　勤:    1理事長　竹本　 行 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327731,0161,1 三木眼科医院 〒666-0115 072-792-4191医療法人社団三木眼科三木　みどり 平 3. 8.19眼   診療所
     川西市向陽台３丁目１番地の２ 常　勤:    1　理事長　三木　みど 現存
     (医       1)り 平24. 8.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327831,0168,6 三木外科胃腸科 〒666-0025 0727-58-5752医療法人社団三木外科三木　篤志 平 4. 4. 1胃   外   整外診療所
     川西市加茂２丁目１８－２１ 常　勤:    1胃腸科　理事長　三木 リハ 放   現存
     (医       1)　篤志 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327931,0170,2 富山医院 〒666-0006 0727-57-3051医療法人社団　富山医富山　要介 平 4. 6. 1内   胃   外  診療所
     川西市萩原台西１丁目９０ 常　勤:    1院　理事長　富山　要 現存
     (医       1)介 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328031,0171,0 酒井内科 〒666-0016 0727-55-1937医療法人社団　酒井内酒井　秀朗 平 4. 6. 1内   胃   消  診療所
     川西市中央町６－７ 常　勤:    1科　理事長　酒井　秀 リハ 現存
     (医       1)朗 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328131,0174,4 田畑クリニック 〒666-0142 072-799-4765医療法人社団　田畑ク田畑　亨 平 4.12. 1内   小   リハ診療所
     川西市清和台東３丁目２－４ 常　勤:    1リニック　理事長　田 現存
     (医       1)畑　亨 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328231,0175,1 間瀬内科クリニック 〒666-0016 072-757-0086医療法人社団　間瀬内間瀬　恒 平 5. 1. 1内   呼   消  診療所
     川西市中央町５－５　ＯＨＭＩビ常　勤:    1科クリニック　理事長 循   リハ 現存
     ル６階 (医       1)　間瀬　恒 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328331,0176,9 宮本内科小児科医院 〒666-0142 072-799-0333医療法人社団　宮本内宮本　星也 平 5. 4. 1内   呼   胃  診療所
     川西市清和台東５丁目２－６０ 常　勤:    1科小児科医院　理事長 循   小   放  休止
     (医       1)　宮本　星也 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328431,0177,7 木村内科クリニック 〒666-0016 0727-55-5011木村　道 木村　道 平 5. 9. 1内   循   診療所
     川西市中央町３－３　中央ビル３常　勤:    1 現存
     階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 328531,0178,5 浦クリニック 〒666-0145 072-799-4111医療法人社団　浦クリ浦　系一 平 6. 1. 1内   胃   小  診療所
     川西市けやき坂２丁目１１－１ 常　勤:    1ニック　理事長　浦　 現存
     (医       1)系一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328631,0179,3 あしだ耳鼻咽喉科 〒666-0112 0727-94-5280芦田　健太郎 芦田　健太郎 平 6. 2. 1耳い 診療所
     川西市大和西１丁目９７－７　兼常　勤:    1 現存
     古書店駅前ビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328731,0180,1 元木クリニック 〒666-0117 072-795-0066医療法人社団元木クリ元木　祥博 平 6. 5. 1胃   外   リハ診療所
     川西市東畦野３丁目１番４６号 常　勤:    1ニック　理事長　元木 現存
     (医       1)　祥博 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328831,0182,7 前田医院 〒666-0035 0727-59-6374前田　弘文 前田　弘文 平 6.11. 1内   リハ 診療所
     川西市花屋敷１－５－１８　イン常　勤:    1 現存
     ペリアル花屋敷１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328931,0183,5 林泌尿器科 〒666-0016 072-756-0560医療法人社団林泌尿器林　知厚 平 6.11. 1内   小   外  診療所
     川西市中央町８番８号　 常　勤:    1科　理事長　林　知厚 ひ   放   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329031,0184,3 谷村眼科医院 〒666-0016 072-757-3166医療法人社団谷村眼科谷村　幸三 平 6.12. 1眼   診療所
     川西市中央町５－５ 常　勤:    1医院　理事長　谷村　 現存
     (医       1)幸三 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329131,0185,0 ゆあさ内科 〒666-0112 0727-95-1706湯浅　精一 湯浅　精一 平 7. 2. 1内   診療所
     川西市大和西２－１－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329231,0186,8 つづみがたき　ＴＥＩ〒666-0123 0727-92-8321鄭　英樹 鄭　英樹（水野） 平 7. 5. 1内   胃   診療所
     クリニック 川西市鼓が滝１丁目２９－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329331,0187,6 松下内科 〒666-0012 0727-55-6466松下　宏明 松下　宏明 平 7. 7. 1内   小   診療所
     川西市絹延町３－２７　エクセル常　勤:    1 現存
     ユークⅡ番館１０１号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329431,0192,6 西岡内科医院 〒666-0116 072-792-0718医療法人社団西岡内科西岡　浩嗣 平 8. 9. 1内   消   循  診療所
     川西市水明台３丁目２－９２ 常　勤:    1医院　理事長　西岡　 他   現存
     (医       1)浩嗣 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 329531,0193,4 清水内科循環器科 〒666-0112 0727-94-9192医療法人社団　清水内清水　一朗 平 8.10. 1内   循   診療所
     川西市大和西２丁目１－１７ 常　勤:    1科循環器科　理事長　 現存
     (医       1)清水　一朗 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329631,0197,5 橋本整形外科医院 〒666-0124 0727-92-4566医療法人社団橋本整形橋本　一廣 平 9. 2. 1整外 リハ 診療所
     川西市多田桜木１丁目２－１５ 常　勤:    1外科医院　理事長　橋 現存
     (医       1)本　一廣 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329731,0198,3 わたなべメンタルクリ〒666-0016 072-757-6000医療法人社団　青心会渡邉　純 平 9. 3. 1精   心内 診療所
     ニック 川西市中央町３－６ 常　勤:    1　理事長　石島　正嗣 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329831,0199,1 大江内科胃腸科 〒666-0115 0727-93-0501医療法人社団大江内科大江　正浩 平 9. 6. 1内   胃   放  診療所
     川西市向陽台２－２－４ 常　勤:    1胃腸科　理事長　大江 組織変更 現存
     (医       1)　正浩 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329931,0201,5 戸田医院 〒666-0105 0727-94-7778医療法人社団戸田医院戸田　一司 平 9. 7. 1内   婦   診療所
     川西市見野２丁目３６番１１ 常　勤:    1　理事長　戸田　一司 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330031,0202,3 前田内科クリニック 〒666-0026 0727-55-0053前田　裕之 前田　裕之 平 9.11. 1内   胃   診療所
     川西市南花屋敷４－１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330131,0204,9 浜田整形外科 〒666-0021 072-759-1455医療法人社団浜田整形濵田　秀樹 平10. 2. 1整外 リハ 診療所
     川西市栄根１丁目３－８シャトー常　勤:    1外科　理事長　濵田　 組織変更 現存
     栄根１階 (医       1)秀樹 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330231,0205,6 市橋眼科 〒666-0105 072-795-0595医療法人社団　市橋眼市橋　朋子 平10. 5. 1眼   診療所
     川西市見野２丁目３６－１１－３常　勤:    2科　理事長　市橋　朋 組織変更 現存
     ０１ (医       2)子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330331,0206,4 栗﨑整形外科 〒666-0005 072-755-5222医療法人社団　栗﨑整栗﨑　英二 平10. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     川西市萩原台東２丁目１１０ 常　勤:    1形外科　理事長　栗﨑 組織変更 現存
     (医       1)　英二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330431,0207,2 杉町医院 〒666-0014 0727-58-8470杉町　朋子 杉町　朋子 平10. 8. 1内   消   皮  診療所
     川西市小戸１－５－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
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 330531,0208,0 北川医院 〒666-0033 072-757-0130医療法人社団　北川医北川　晶規 平10. 9. 1内   胃   循  診療所
     川西市栄町４番１号 常　勤:    1院　理事長　北川　晶 移動 現存
     (医       1)規 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330631,0215,5 どひ整形外科 〒666-0015 0727-58-0606医療法人社団どひ整形土肥　恒夫 平12. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     川西市小花２－７－１－２０２ 常　勤:    1外科　理事長　土肥　 組織変更 現存
     (医       1)恒夫 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330731,0216,3 中村整形外科リハビリ〒666-0151 072-795-2711医療法人社団中村整形中村　巧 平12. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 川西市美山台３丁目３－２ 常　勤:    1外科リハビリクリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　中村　巧 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330831,0217,1 林眼科医院 〒666-0015 0727-58-6600林　豊 林　豊 平12. 7.10眼   診療所
     川西市小花１丁目５－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330931,0219,7 岡林クリニック 〒666-0151 072-795-1070医療法人社団岡林クリ岡林　正文 平12.12. 1内   小   診療所
     川西市美山台３丁目３－２ 常　勤:    1ニック　理事長　岡林 組織変更 現存
     (医       1)　正文 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331031,0221,3 吉田医院 〒666-0115 0727-93-0646吉田　謙治 吉田　謙治 平13. 4. 1内   診療所
     川西市向陽台２丁目１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331131,0224,7 高橋産婦人科医院 〒666-0142 072-799-0001医療法人社団高橋産婦髙橋　宏明 平13. 5. 1一般         9診療所
     川西市清和台東１丁目３－７５ 常　勤:    2人科医院　理事長　髙 組織変更 産婦 現存
     (医       2)橋　宏明 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331231,0225,4 こばやしクリニック 〒666-0033 0727-59-0777小林　秀治 小林　秀治 平13.11. 1精   心内 神  診療所
     川西市栄町１０－５パルティ川西常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331331,0226,2 カトウ眼科 〒666-0033 0727-40-3811医療法人社団　カトウ加藤　研一 平13.12. 1眼   診療所
     川西市栄町１２－８ 常　勤:    1眼科　理事長　加藤　 組織変更 現存
     (医       1)研一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 331431,0227,0 医療法人社団　礒崎医〒666-0026 072-759-7938医療法人社団礒崎医院礒崎　耕次 平14. 1. 1内   胃   放  診療所
     院 川西市南花屋敷４丁目６－１６ 常　勤:    3　理事長　礒崎　耕次 組織変更 外   リハ 現存
     (医       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331531,0229,6 いが小児科・アレルギ〒666-0121 072-790-1320医療法人社団いが小児伊賀　和夫 平14. 6. 1小   アレ 診療所
     ー科 川西市平野３丁目１８番１９号 常　勤:    1科・アレルギー科　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　伊賀　和夫 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331631,0230,4 阪本医院 〒666-0021 072-759-1125阪本　哲一 阪本　哲一 平14. 6.26内   小   診療所
     川西市栄根１－７－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331731,0231,2 つちたにクリニック 〒666-0125 072-792-8247医療法人社団蒼星つち土谷　利晴 平14. 7. 1消   外   リハ診療所
     川西市新田３丁目３番６号 常　勤:    1たにクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　土谷　利晴 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331831,0235,3 あゆみ整形外科クリニ〒666-0112 072-791-5585医療法人社団　道　理太根　康吉郎 平15. 5. 1整外 外   リウ診療所
     ック 川西市大和西２丁目２番地の１ 常　勤:    1事長　太根　康吉郎 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331931,0237,9 宮崎医院 〒666-0015 072-759-3345宮崎　栄二 宮崎　栄二 平15. 6. 1内   循   診療所
     川西市小花１－３－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332031,0239,5 医療法人協和会第二協〒666-0033 072-758-1123医療法人協和会　理事福田　能啓 平15.10. 1一般 病院
     立病院 川西市栄町５番２８号 常　勤:   26長　北川　透 新規     一般   425現存
     (医      26) 平27.10. 1内   神内 外  
     非常勤:   38 整外 脳外 小  
     (医      38) ひ   産婦 リハ
     放   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332131,0240,3 おおむち診療所 〒666-0138 072-792-0828上農　哲朗 上農　哲朗 平15.11. 1内   神内 診療所
     川西市西多田２－２－８三栄ビル常　勤:    1 新規 現存
     ４階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332231,0246,0 杉田クリニック 〒666-0142 072-799-7272杉田　隆彰 杉田　隆彰 平17. 9. 1内   循   リハ診療所
     川西市清和台東５丁目１番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332331,0247,8 まえだクリニック 〒666-0115 072-790-0517前田　祐一 前田　祐一 平17.10. 1内   消   診療所
     兵庫県川西市向陽台３丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平29.10. 1
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 332431,0248,6 山本クリニック 〒666-0015 072-755-3511山本　元三 山本　元三 平17.10. 1内   胃   診療所
     川西市小花１－１１－１９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332531,0249,4 洪クリニック 〒666-0016 072-756-8008洪　基浩（徳山基浩）洪　基浩（徳山基浩）平17.11. 1内   消   こう診療所
     川西市中央町１０番５号ディーク常　勤:    1 新規 現存
     ラディア川西１Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332631,0250,2 藤末医院 〒666-0015 072-759-2952医療法人社団　雄敬会藤末　洋 平18. 6. 1内   小   ひ  診療所
     川西市小花１丁目３番５号 常　勤:    1　藤末医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)藤末　洋 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332731,0252,8 田内科クリニック 〒666-0016 072-756-8868田　寛一 田　寛一 平19. 1. 1内   診療所
     川西市中央町１３－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332831,0253,6 ふかみレディースクリ〒666-0033 072-740-0230医療法人社団　ふかみ深見　和之 平19. 4. 1産婦 麻   診療所
     ニック 川西市栄町１２－８三宝ビル４階常　勤:    2レディースクリニック 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　深見　和之 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332931,0259,3 第二仁成クリニック 〒666-0021 072-756-8141医療法人社団仁成会　吾妻　眞幸 平19.11. 1内   診療所
     川西市栄根２丁目６番３２号４０常　勤:    1理事長　依藤　良一 新規 現存
     １号室 (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333031,0260,1 どばしクリニック 〒666-0142 072-799-8777土橋　正樹 土橋　正樹 平19.12. 1整外 内   リハ診療所
     川西市清和台東３－１－８－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333131,0263,5 清和台うえだ皮膚科 〒666-0142 072-799-3350医療法人社団博友会　上田　清隆 平19.11.28皮   診療所
     川西市清和台東三丁目１番地の８常　勤:    1理事長　上田　清隆 移動 現存
     (医       1) 平25.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333231,0264,3 イセキ内科クリニック〒666-0116 072-793-1077医療法人社団イセキ内井関　 博 平20. 1. 1内   消   リハ診療所
     川西市水明台１－１－１６１ＯＨ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (医       1)　井関　 博 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333331,0266,8 やまだクリニック 〒666-0033 072-758-8125山田　信幸 山田　信幸 平20. 4. 1皮   形外 美外診療所
     川西市栄町１２－８三宝ビル６Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
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 333431,0268,4 せいしん心療内科 〒666-0016 072-757-4511医療法人社団　青心会石島　正嗣 平20.11. 1精   心内 診療所
     川西市中央町５番５号ＯＨＭＩ－常　勤:    1　理事長　石島　正嗣 新規 現存
     ＢＬＤ４階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333531,0269,2 おばた耳鼻咽喉科 〒666-0124 072-793-5633小畠　秀浩 小畠　秀浩 平21. 2. 1耳い 診療所
     川西市多田桜木１－８－２７プラ常　勤:    1 新規 現存
     イムコート川西多田２０２号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333631,0270,0 医療法人社団織田内科〒666-0105 072-794-0567医療法人社団織田内科織田　行雄 平21. 5. 1内   診療所
     診療所 川西市見野２丁目２０－９ 常　勤:    1診療所　理事長　織田 組織変更 現存
     (医       1)　行雄 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333731,0271,8 木下クリニック 〒666-0015 072-757-1133木下　昌重 木下　昌重 平21. 6. 1ひ   他   診療所
     川西市小花一丁目６番２０号第一常　勤:    1 新規 現存
     肥爪ビル１Ｆ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333831,0272,6 おだがき循環器内科ク〒666-0024 072-740-2010小田垣　正言 小田垣　正言 平21. 6. 1循   内   診療所
     リニック 川西市久代６丁目２－４－１２３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333931,0273,4 さくらホームケアクリ〒666-0121 072-793-4000医療法人社団さくらホ久保　雅弘 平22. 1. 1内   ひ   診療所
     ニック 川西市平野三丁目１８番２７号 常　勤:    1ームケアクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　久保　雅弘 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334031,0274,2 高島循環器内科 〒666-0121 072-744-2400高島　重和 金　重和（高島重和）平22. 5. 1内   循   診療所
     川西市平野２－１－９ 新規 現存
     平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334131,0277,5 大西クリニック 〒666-0125 072-744-2248大西　誠 大西　誠 平22. 9. 1消   外   診療所
     川西市新田２丁目１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334231,0278,3 ふくだ整形外科 〒666-0124 072-792-4667福田　和也 福田　和也 平23. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     川西市多田桜木２丁目１１－３８常　勤:    1 新規 現存
     多田シティビル１Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 334331,0279,1 自衛隊阪神病院 〒666-0024 072-782-0001防衛大臣　小野寺　五三丸　敦洋 平23. 4. 1一般 病院
     (31,0155,9) 川西市久代４丁目１番５０号 常　勤:   23典 新規     一般   176現存
     (医      20) 平29. 4. 1精神
     (歯       3)     精神    24
     非常勤:   24 内   外   整外
     (医      22) 精   小   皮  
     (歯       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334431,0281,7 たぐちクリニック 〒666-0105 072-791-5775医療法人社団たぐちク田口　惠造 平23. 6. 1ひ   診療所
     川西市見野２丁目１５番２４号 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)口　惠造 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334531,0285,8 原田リウマチ科・整形〒666-0112 072-794-3777原田　一孝 原田　一孝 平24. 1. 1リウ 整外 リハ診療所
     外科 川西市大和西１－６５－２大和ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334631,0286,6 のりはる診療所 〒666-0033 072-758-5226藤原　憲治 藤原　憲治 平24. 2. 1眼   耳い アレ診療所
     川西市栄町１１－１モザイクボッ常　勤:    1 移動 現存
     クス３階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334731,0287,4 武田外科 〒666-0124 072-793-5570武田　学 武田　学 平24. 4. 1外   消   循  診療所
     川西市多田桜木２－１－２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334831,0288,2 長谷部クリニック 〒666-0021 072-758-5555医療法人社団長谷部ク長谷部　信成 平24. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     川西市栄根２丁目６番３２号Ｖビ常　勤:    1リニック　理事長　長 組織変更 現存
     ル３階 (医       1)谷部　信成 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334931,0289,0 坂本耳鼻咽喉科 〒666-0016 072-758-0965坂本　邦彦 坂本　邦彦 平24. 6. 1耳い 診療所
     川西市中央町６－３セントカワニ常　勤:    1 交代 現存
     シビル１Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335031,0291,6 あいな診療所 〒666-0024 072-767-1112社会福祉法人友朋会　谷口　礼子 平24.12. 1整外 精   外  診療所
     川西市久代６丁目１番９８号 常　勤:    1理事長　藤澤　義範 新規 ①内科（在宅）現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 335131,0292,4 さいとう眼科 〒666-0021 072-756-0300医療法人社団さいとう齊藤　喜博 平25. 3. 1眼   診療所
     川西市栄根２丁目６番３２号　Ｖ常　勤:    1眼科　理事長　齊藤　 その他 現存
     ビル４階 (医       1)喜博 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335231,0293,2 古野整形外科 〒666-0033 072-756-8070医療法人社団古野整形古野　雅彦 平25. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     川西市栄町１１－１モザイクボッ常　勤:    1外科　理事長　古野　 組織変更 現存
     クス３階 (医       1)雅彦 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335331,0294,0 まきの内科クリニック〒666-0015 072-755-0033牧野　寛史 牧野　寛史 平25.10. 1内   小   診療所
     川西市小花１－６－１３ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335431,0295,7 あさくら内科クリニッ〒666-0112 072-794-1205医療法人社団　あさく朝倉　剛 平26. 1. 1内   診療所
     ク 川西市大和西１丁目９７番地７ 常　勤:    1ら内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　朝倉　剛 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335531,0296,5 福地眼科 〒666-0142 072-790-5050医療法人社団　福地眼福地　俊雄 平26. 5. 1眼   診療所
     川西市清和台東３－１－８トナリ常　勤:    1科　理事長　福地　俊 組織変更 現存
     エ清和台 (医       1)雄 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335631,0301,3 中倉眼科 〒666-0033 072-755-3026中倉　博延 中倉　博延 平27. 5. 1眼   診療所
     川西市栄町２５番１号アステ川西常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335731,0303,9 森本整形外科 〒666-0138 072-792-4973医療法人にこにこ会　森本　弘 平28. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     川西市西多田２－２－８ 常　勤:    1理事長　森本　弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335831,0304,7 長井泌尿器科 〒666-0142 072-799-8188長井　潤 長井　潤 平28. 4. 1ひ   診療所
     川西市清和台東３－１－８－２Ｆ常　勤:    1 新規 緩和ケア内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335931,0305,4 相原病院付属ブレスト〒666-0015 072-757-3333医療法人　啓明会　理有竹　賀子 平28.10. 1乳腺外科 診療所
     クリニック川西 川西市小花１丁目６番１３号イオ常　勤:    1事長　相原　智彦 新規 現存
     ンリカー＆ビューティー川西店３(医       1) 平28.10. 1
     ０５ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 336031,0306,2 Ｋこころのケアクリニ〒666-0015 072-755-1518医療法人社団　直恵会小林　直人 平29. 1. 1心内 精   診療所
     ック 川西市小花１－６－１８Ｎ＆Ｈビ常　勤:    1　理事長　小林　直人 組織変更 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336131,0307,0 まえかわこどもクリニ〒666-0017 072-756-8341前川　講平 前川　講平 平29. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 川西市火打１丁目２番１号キセラ常　勤:    1 新規 ③腎臓内科 現存
     川西オリヴィエ１－１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336231,0308,8 耳鼻いんこう科ふじお〒666-0142 072-799-8733医療法人社団耳鼻いん藤岡　孝典 平29. 5. 1耳い アレ 診療所
     かクリニック 川西市清和台東３－１－８－２Ｆ常　勤:    1こう科ふじおかクリニ 組織変更 現存
     (医       1)ック　理事長　藤岡　 平29. 5. 1
     孝典
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336331,0309,6 はえの往診クリニック〒666-0138 072-767-1181波江野　茂彦 波江野　茂彦 平30. 1. 1内   神内 診療所
     川西市西多田２丁目２番８号三栄常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336431,0310,4 きただクリニック。 〒666-0014 072-764-7878医療法人社団学優会　北田　学利 平30. 1. 1内   診療所
     川西市小戸１丁目２番６ 常　勤:    1理事長　北田　学利 組織変更 ①大腸・胃内視現存
     (医       1) 平30. 1. 1鏡内科　肝臓・
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336531,0311,2 木村メディカルクリニ〒666-0015 072-767-7709医療法人社団　紀翔会木村　紀久 平30. 1. 1神内 内   診療所
     ック 川西市小花一丁目６番１８号Ｎ＆常　勤:    1　理事長　木村　紀久 組織変更 現存
     Ｈビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336631,0312,0 はせがわ内科・糖尿病〒666-0015 072-756-7150長谷川　貴久 長谷川　貴久 平30. 6. 1内   診療所
     内科クリニック 川西市小花１丁目６番２１号第２常　勤:    1 新規 ①糖尿病内科 現存
     肥爪ビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336732,0003,3 医療法人晴風園今井病〒666-0236 0727-66-0030医療法人晴風園　理事松尾　功啓 昭35.11. 1療養       111病院
     院 川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３常　勤:    6長　植松　正保 内   外   整外現存
     (医       6) 平29.11. 1呼内 リハ 放  
     非常勤:   15 皮   
     (医      15) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336832,0011,6 森内科小児科医院 〒666-0262 0727-66-0727森　幸三郎 森　幸三郎 昭56.10. 1内   小   診療所
     川辺郡猪名川町伏見台１丁目２番常　勤:    2 現存
     ３号 (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 336932,0017,3 井之上眼科 〒666-0261 0727-66-7667井之上　恵子 井之上　恵子 平 4. 4. 1眼   診療所
     川辺郡猪名川町松尾台１－２－２常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337032,0018,1 医療法人　前田クリニ〒666-0261 072-766-7133医療法人　前田クリニ前田　育子 平 4. 5. 1耳い 診療所
     ック耳鼻咽喉科 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－常　勤:    1ック　理事長　前田　 現存
     ２０日生中央センタービル３階 (医       1)泰治 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337132,0019,9 貴田医院 〒666-0251 0727-66-0003医療法人社団　貴田医貴田　誠 平 6. 1. 1内   小   外  診療所
     川辺郡猪名川町若葉１丁目４－７常　勤:    1院　理事長　貴田　誠 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337232,0023,1 たのうえこどもクリニ〒666-0257 0727-65-1186田上　久樹 田上　久樹 平10. 5. 1小   診療所
     ック 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオ常　勤:    1 新規 現存
     ンモール猪名川３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337332,0025,6 中村内科クリニック 〒666-0257 072-767-2100医療法人社団緑清会　中村　多一 平11. 1. 1内   呼内 診療所
     川辺郡猪名川町白金３丁目９－８常　勤:    3中村内科クリニック　 組織変更 ②循環器内科 現存
     (医       3)理事長　中村　多一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337432,0026,4 坂田診療所 〒666-0233 0727-66-5200医療法人社団坂田診療坂田　哲啓 平13. 5. 1外   消   リハ診療所
     川辺郡猪名川町紫合字古津ケ平１常　勤:    1所　理事長　坂田　哲 組織変更 現存
     ５７－３ (医       1)啓 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337532,0027,2 クリニックヤマガミ 〒666-0262 0727-66-6368医療法人社団　クリニ山上　威 平14. 1. 1内   診療所
     川辺郡猪名川町伏見台４丁目４－常　勤:    1ックヤマガミ　理事長 組織変更 現存
     ２１ (医       1)　山上　威 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337632,0028,0 医療法人社団衿正会生〒666-0252 0727-66-0172医療法人社団　衿正会佐藤　友信 平14. 6. 1療養 病院
     駒病院 川辺郡猪名川町広根字九十九８番常　勤:    4　理事長　生駒　二郎 組織変更     療養   296現存
     地 (医       4) 平26. 6. 1内   放   リハ
     非常勤:   31 呼内 整外 皮  
     (医      31) 外   小外 
     消化器内科　循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337732,0029,8 医療法人晴風園杉生診〒666-0202 072-769-0015医療法人　晴風会　理 下　一彦 平15. 3. 1内   小   診療所
     療所 川辺郡猪名川町鎌倉字横大道１０常　勤:    1事長　植松　正保 移動 現存
     番地の１ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 337832,0030,6 北村耳鼻咽喉科 〒666-0251 072-766-8751北村　久雄 北村　久雄 平16. 5. 1耳い 診療所
     川辺郡猪名川町若葉１丁目３９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337932,0032,2 森田内科医院 〒666-0251 072-767-2811森田　安重 森田　安重 平18. 9. 1内   診療所
     川辺郡猪名川町若葉１丁目３９番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338032,0033,0 こたけ整形外科クリニ〒666-0252 072-767-2221医療法人社団シロアム小竹　俊郎 平19. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 川辺郡猪名川町広根字中突田１７常　勤:    1会　理事長　小竹　俊 組織変更 現存
     番１ (医       1)郎 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338132,0034,8 医療法人社団　衿正会〒666-0261 072-767-2555医療法人社団　衿正会狩野　孝之 平20. 2. 1内   呼内 診療所
     　生駒クリニック 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２番常　勤:    1　理事長　生駒　二郎 新規 ③消化器内科 現存
     ２０号 (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338232,0037,1 船田医院 〒666-0261 072-766-1300大江　さつき 大江　さつき 平20.10. 1内   診療所
     川辺郡猪名川町松尾台３－２－２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338332,0039,7 こひつじクリニック 〒666-0251 072-765-1781小松　邦志 小松　邦志 平27. 1. 1内   外   精  診療所
     川辺郡猪名川町若葉１－３０－１常　勤:    1 新規 緩和ケア内科 現存
     ０ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338432,0040,5 みどりの眼科クリニッ〒666-0233 072-744-0360医療法人社団みどりの木戸　啓文 平29. 3. 1眼   診療所
     ク 川辺郡猪名川町紫合字東垣内４０常　勤:    1眼科クリニック　理事 組織変更 現存
     ０番地 (医       1)長　木戸　啓文 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338532,0041,3 やながわ整形外科リハ〒666-0257 072-765-2020柳川　哲司 柳川　哲司 平29. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     ビリクリニック 川辺郡猪名川町白金３丁目２－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 338633,0011,4 公立学校共済組合近畿〒664-0872 072-781-3712公立学校共済組合　理有田　憲生 昭35.10.17一般       445病院
     (33,0018,5) 中央病院 伊丹市車塚３丁目１ 常　勤:   94事長　金森　越哉 内   精   神内現存
     (医      90) 平29.10.17小   外   整外
     (歯       4) 形外 脳外 皮  
     非常勤:   66 ひ   産婦 眼  
     (医      66) 耳い リハ 放  
     病理 麻   歯  
     歯外 
     ③循環器内科　
     消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338733,0073,4 朝比奈外科 〒664-0861 朝比奈　勝 朝比奈　勝 昭36. 7. 1胃   外   産  診療所
     伊丹市稲野町３丁目１３ 常　勤:    1 婦   放   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338833,0121,1 医療法人水光会伊丹天〒664-0007 0727-81-5577医療法人　水光会　伊岩谷　信昭 昭44. 5. 1療養        35病院
     神川病院 伊丹市北野６丁目３８ 常　勤:    6丹天神川病院　理事長 精神       232現存
     (医       6)　上田　恵津子 平29. 5. 1内   精   神  
     非常勤:    7 心内 
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338933,0135,1 田医院 〒664-0013 吉田　栄之 吉田　栄之 昭46.11. 1内   小   放  診療所
     伊丹市瑞穂町２丁目５７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339033,0157,5 伊丹市休日応急診療所〒664-0898 072-784-8171伊丹市長　藤原　保幸山本　正之 昭50. 5. 1内   診療所
     伊丹市千僧１丁目１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   59
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339133,0169,0 小山医院 〒664-0897 0727-84-2536小山　隆 小山　隆 昭52. 9. 1内   小   診療所
     伊丹市桜ヶ丘７丁目１－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339233,0182,3 谷口耳鼻咽喉科医院 〒664-0882 0727-79-4851谷口　紀善 谷口　紀善 昭54. 7. 1耳い 診療所
     伊丹市鈴原町９丁目３８８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339333,0197,1 安井外科 〒664-0846 0727-78-1100安井　凱司 安井　凱司 昭55.12. 1胃   外   整外診療所
     伊丹市伊丹１丁目１３番５４号 常　勤:    1 リハ 形外 皮  現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 339433,0206,0 ヒキタ医院 〒664-0873 0727-81-0113疋田　邦彦 疋田　邦彦 昭57. 9. 1内   胃   外  診療所
     伊丹市野間２丁目５－１２ 常　勤:    1 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339533,0207,8 井上整形外科 〒664-0028 井上　浩三 井上　浩三 昭58. 6. 1整外 リハ 麻  診療所
     伊丹市西野１丁目７５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339633,0208,6 市立伊丹病院 〒664-8540 0727-77-3773伊丹市長　藤原　保幸中田　精三 昭58. 5. 4一般       414病院
     (33,0116,7) 伊丹市昆陽池１丁目１００ 常　勤:   87 内   呼内 心内現存
     (医      85) 平28. 5. 4外   呼外 脳外
     (歯       2) 小外 整外 形外
     非常勤:   45 精   小   皮  
     (医      44) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い リハ 病理
     歯外 麻   
     消内循内血内糖
     内必代内老内ア
     レ疾リウ乳外放
     診放治　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339733,0210,2 浅田医院 〒664-0007 0727-73-0671浅田　悦子 浅田　悦子 昭60. 1. 1皮   眼   診療所
     伊丹市北野１丁目７８番地２０３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339833,0211,0 則武皮膚科 〒664-0856 則武　慶子 則武　慶子 昭60. 5. 1皮   診療所
     伊丹市梅ノ木２丁目１－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339933,0224,3 医療法人社団小川医院〒664-0893 072-782-2395医療法人社団　小川医小川　平吉 昭62. 5. 1内   消   小  診療所
     伊丹市春日丘４丁目５３番地 常　勤:    2院　理事長　小川　平 放   現存
     (医       2)吉 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340033,0230,0 繁治医院 〒664-0887 0727-73-1253繁治　健一 繁治　健一 昭63. 2. 1内   診療所
     伊丹市南野北３丁目１番３２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340133,0231,8 桃寿園診療所 〒664-0015 0727-81-2900社会福祉法人　伊丹市川上　房男 昭63. 3. 1内   皮   精  診療所
     伊丹市昆陽池１丁目１０５番地 常　勤:    1社会福祉事業団　理事 ひ   現存
     (医       1)長　奥田　利男 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 340233,0234,2 船井泌尿器科医院 〒664-0851 0727-75-1510船井　勝七 船井　勝七 昭63.10. 1ひ   診療所
     伊丹市中央１丁目５－１８　伊丹常　勤:    1 現存
     中央プラザビル５階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340333,0237,5 医療法人社団星晶会　〒664-0897 072-775-3006医療法人社団　星晶会ＳＨＲＥＳＴＨＡ・Ｇ平元. 5. 1一般        19診療所
     星優クリニック 伊丹市桜ヶ丘１丁目３－２３ 常　勤:    4　理事長　松本　昭英ＡＮＵ・ＲＡＪＡ 神内 リハ 外  現存
     (医       4) 平28. 5. 1皮   
     非常勤:   54 腎内　ひ（人工
     (医      54) 透析）　循内　
     乳外　肛外　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340433,0238,3 牧野整形外科医院 〒664-0858 0727-72-8088医療法人社団　雄和会牧野　雅彦 平元. 5. 1整外 リハ 診療所
     伊丹市西台３丁目６－７ 常　勤:    1　理事長　牧野　文雄 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340533,0240,9 増永眼科医院 〒664-0853 0727-73-1420守田　純子 守田　純子 平元. 7. 1眼   診療所
     伊丹市平松１丁目３－２９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340633,0248,2 三谷眼科 〒664-0851 072-772-2258医療法人社団　三谷眼横山　和佐子 平元. 8. 1眼   診療所
     伊丹市中央３丁目２－２９ 常　勤:    2科　理事長　横山　和 現存
     (医       2)佐子 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340733,0250,8 古林クリニック 〒664-0881 古林　温夫 古林　温夫 平元.11. 1内   消   循  診療所
     伊丹市昆陽７丁目１００－１ 常　勤:    1 外   こう リハ現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340833,0251,6 足立こどもクリニック〒664-0031 072-782-3003医療法人社団　足立こ足立　公一 平元.11. 1小   診療所
     伊丹市萩野西二丁目１番３７号 常　勤:    1どもクリニック　理事 現存
     (医       1)長　足立　公一 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340933,0254,0 林皮フ科 〒664-0023 0727-82-7940林　宗伸 林　宗伸 平 2. 1. 1皮   診療所
     伊丹市中野西３丁目１３１番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341033,0255,7 太田外科診療所 〒664-0852 0727-72-1398医療法人社団いずみ会太田　威彦 平 2. 2. 1一般        19診療所
     伊丹市南本町４丁目２番１０号 常　勤:    1　理事長　太田　威彦 胃   外   整外現存
     (医       1) 平29. 2. 1皮ひ こう 脳外
     非常勤:   11 性   リハ 
     (医      11)
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 341133,0258,1 中島内科 〒664-0013 072-778-1238医療法人社団　中島内中島　英人 平 2. 5. 1内   診療所
     伊丹市瑞穂町５丁目６番地 常　勤:    1科　理事長　中島　英 循環器内科 現存
     (医       1)人 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341233,0260,7 金島医院 〒664-0888 0727-83-0820医療法人社団仁愛会　金島　大仁 平 2. 8. 1内   胃   整外診療所
     伊丹市昆陽南３－５－１０ 常　勤:    1理事長　金島　大仁 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341333,0261,5 桂外科 〒664-0855 0727-72-4700医療法人社団桂外科　三井　真奈美 平 2. 8. 1一般    診療所
     伊丹市御願塚７丁目５番７号 常　勤:    2理事長　三井　真奈美 外   皮   神内現存
     (医       2) 平29. 8. 1内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341433,0266,4 小沢眼科 〒664-0861 0727-85-0158小澤　孝好 小澤　孝好 平 3. 7. 1眼   診療所
     伊丹市稲野町３丁目３番 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341533,0267,2 梅谷内科クリニック 〒664-0842 0727-78-1600医療法人社団梅谷内科水野　隆三 平 3. 9. 1内   小   精  診療所
     伊丹市森本２丁目２６４－１４ 常　勤:    1クリニック　理事長　 胃   放   現存
     (医       1)梅谷　敬子 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341633,0270,6 明照会診療所 〒664-0023 0727-85-0109社会福祉法人　明照会多胡　基 平 4. 5. 1内   診療所
     伊丹市中野西１丁目１８ 常　勤:    3　理事長　河原　至誓 現存
     (医       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341733,0271,4 佐々木内科 〒664-0861 0727-72-2821医療法人社団　佐々木林　雅子 平 4. 6. 1内   診療所
     伊丹市稲野町３丁目２３ 常　勤:    1内科　理事長　林　雅 現存
     (医       1)子 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341833,0272,2 森口整形外科 〒664-0882 0727-75-3388医療法人社団　慶愛会森口　和哉 平 4. 6. 1整外 外   リハ診療所
     伊丹市鈴原町１丁目１－８ 常　勤:    2　森口整形外科　理事 現存
     (医       2)長　森口　和哉 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341933,0274,8 野村耳鼻咽喉科 〒664-0851 0727-72-2138医療法人社団野村耳鼻野村　則彰 平 4.11. 1耳い 診療所
     伊丹市中央４丁目１－５ 常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       2)野村　侃 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342033,0275,5 安井内科クリニック 〒664-0836 072-782-2586医療法人社団　ヒポク安井　隆之 平 4.12. 1内   循   リハ診療所
     伊丹市北本町１丁目１５４ 常　勤:    1ラテス会　理事長　安 神内 現存
     (医       1)井　隆之 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 342133,0277,1 巽医院 〒664-0881 0727-81-3456巽　憲一 巽　憲一 平 5. 9. 1内   呼   小  診療所
     伊丹市昆陽６丁目６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342233,0279,7 山中耳鼻咽喉科医院 〒664-0873 0727-82-7778医療法人社団　山中耳山中　栄三 平 6. 1. 1耳い 診療所
     伊丹市野間１丁目７番１０号 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　山中　栄三 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342333,0281,3 吉江胃腸科外科 〒664-0861 0727-75-1176医療法人社団吉江胃腸吉江　哲郎 平 6.12. 1一般        19診療所
     伊丹市稲野町１－１１１ 常　勤:    2科外科　理事長　吉江 内   胃   外  現存
     (医       2)　哲郎 平27.12. 1こう リハ 放  
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342433,0282,1 原内科医院 〒664-0886 072-777-6831医療法人社団原内科医原　弘 平 7. 1. 1内   呼内 診療所
     伊丹市昆陽東４丁目１－２２ 常　勤:    1院　理事長　原　弘 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342533,0283,9 佐藤耳鼻咽喉科 〒664-0007 0727-83-8007佐藤　信次 佐藤　信次 平 7. 4. 1耳い 診療所
     伊丹市北野２丁目９８　ＯＭＴビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342633,0284,7 村上皮膚科 〒664-0853 0727-85-0559村上　憲一郎 村上　憲一郎 平 7. 5. 1皮   診療所
     伊丹市平松６丁目１－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342733,0288,8 いけざわレディースク〒664-0858 0727-77-8184池澤　孝夫 池澤　孝夫 平 7.10. 1内   産婦 リハ診療所
     リニック 伊丹市西台１丁目２－１１　Ｃ－常　勤:    1 現存
     ３ビル１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342833,0289,6 竹中内科 〒664-0858 0727-70-3321竹中　秀夫 竹中　秀夫 平 7.12. 1内   胃   放  診療所
     伊丹市西台２丁目３－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342933,0291,2 青木医院 〒664-0027 072-781-0300医療法人社団　青木医青木　英治 平 7.12. 1内   診療所
     伊丹市池尻１丁目２６ 常　勤:    2院　理事長　青木　英 ②胃腸内科　消現存
     (医       2)治 平28.12. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343033,0292,0 医療法人社団豊明会　〒664-0857 0727-72-0531医療法人社団　豊明会常岡　豊 平 8. 2. 1療養       103病院
     常岡病院 伊丹市行基町２丁目５ 常　勤:    5　常岡病院　理事長　 内   外   整外現存
     (医       5)常岡　豊 平29. 2. 1皮   リハ 放  
     非常勤:   20 循環器内科、消
     (医      20) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 343133,0294,6 上田皮膚科 〒664-0012 072-783-3011上田　美紀子 上田　美紀子 平 8. 5. 1皮   診療所
     伊丹市緑ケ丘６丁目２３－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343233,0301,9 医療法人社団　 生会〒664-0874 0727-77-3000医療法人社団　 生会米田　雅洋 平 9. 6.16一般        54病院
     　 生病院 伊丹市山田５ー３ー１３ 常　勤:    2　理事長　米田　雅洋 組織変更 療養        29現存
     (医       2) 平30. 6.16内   整外 形外
     非常勤:   28 リハ 放   麻  
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343333,0302,7 マシモ皮膚科 〒664-0855 0727-78-3015真下　昌己 真下　昌己 平 9.10. 1皮   診療所
     伊丹市御願塚６－７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343433,0307,6 なかむらこどもクリニ〒664-0888 0727-82-1234医療法人社団なかむら中村　正文 平10. 6. 1小   診療所
     ック 伊丹市昆陽南１丁目１０番１号 常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　中村　正文 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343533,0308,4 中西皮膚科 〒664-0027 0727-75-2037中西　孝文 中西　孝文 平10. 7. 2皮   診療所
     伊丹市池尻１丁目２７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343633,0309,2 林医院 〒664-0023 0727-81-8555林　宗茂 林　宗茂 平10. 9. 1内   消   循  診療所
     伊丹市中野西３丁目１３１ 常　勤:    2 交代 放   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343733,0310,0 成山・池内クリニック〒664-0858 0727-81-7060成山　陸洋 成山　陸洋 平10.12. 1腎・泌尿器科　診療所
     伊丹市西台１丁目１－１伊丹阪急常　勤:    2 移動 人工透析科 現存
     駅ビル５階 (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343833,0315,9 水津耳鼻咽喉科 〒664-0027 0727-78-1187医療法人社団水津耳鼻水津　百合子 平11. 9. 1耳い 診療所
     伊丹市池尻１丁目１４１昆陽里プ常　勤:    1咽喉科　理事長　水津 移動 現存
     ラザＡ (医       1)　百合子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343933,0321,7 中村クリニック 〒664-0851 0727-78-1097中村　雄三 中村　雄三 平12. 3. 1整外 リハ 内  診療所
     伊丹市中央３丁目１－２５ 常　勤:    1 移動 胃   こう 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344033,0322,5 賀来医院 〒664-0851 0727-72-0015賀来　智宏 賀来　智宏 平12. 4. 1内   小   放  診療所
     伊丹市中央１丁目４－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 344133,0327,4 横石クリニック 〒664-0851 0727-71-8177横石　義博 横石　義博 平12.12. 1内   循   消  診療所
     伊丹市中央２丁目５－２２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344233,0328,2 みやそう病院 〒664-0007 0727-77-1351医療法人社団慎正会　宮宗　武史 平13. 1. 1一般        49病院
     伊丹市北野２丁目１１３－３ 常　勤:    5理事長　宮宗　愼吾 組織変更 療養        48現存
     (医       5) 平25. 1. 1外   内   整外
     非常勤:   20 脳外 リハ 放  
     (医      20) 呼内 
     消内　循内　こ
     う外　糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344333,0332,4 辰己こどもクリニック〒664-0022 0727-72-0536辰己　和人 辰己　和人 平13. 9. 1小   アレ 診療所
     伊丹市中野東３丁目８２くらはし常　勤:    1 新規 現存
     メディカルセンター２０２ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344433,0333,2 伸幸苑診療所 〒664-0026 0727-78-6765社会福祉法人　翠松会米田　紀夫 平13.10. 1内   整外 診療所
     伊丹市寺本６丁目１５０ 常　勤:    1　理事長　細田　佳伸 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344533,0334,0 伊丹大野診療所 〒664-0003 072-777-7001医療法人尚和会　理事山本　利美雄 平13.11. 1内   リハ 整外診療所
     伊丹市大野１丁目３－２ 常　勤:    1長　那須　範滿 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344633,0335,7 医療法人社団東翔会　〒664-0882 0727-81-1801医療法人社団　東翔会立山　雅己 平14. 1. 1内   消   小  診療所
     立山内科医院 伊丹市鈴原町８丁目６７ 常　勤:    1　理事長　立山　雅己 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344733,0336,5 まえの耳鼻咽喉科 〒664-0029 0727-71-3387前野　博昭 前野　博昭 平14. 2. 1耳い アレ 診療所
     伊丹市中野北３丁目６－６シェモ常　勤:    1 新規 現存
     アⅡ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344833,0337,3 古川医院 〒664-0012 0727-82-0778古川　耕也 古川　耕也 平14. 4. 1内   消   小  診療所
     伊丹市緑ケ丘６丁目２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344933,0340,7 中山クリニック 〒664-0831 0727-75-5777医療法人社団中山クリ中山　朝陽 平14. 7. 1内   外   胃  診療所
     伊丹市北伊丹８丁目２５１番地１常　勤:    1ニック　理事長　中山 組織変更 こう リハ 整外現存
     (医       1)　朝陽 平26. 7. 1
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 345033,0342,3 大歳医院 〒664-0863 0727-72-3750大歳　健一 大歳　健一 平14. 9. 1内   小   循  診療所
     伊丹市柏木町２－７７ 常　勤:    1 移動 消   現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345133,0344,9 松田眼科クリニック 〒664-0847 0727-75-2015松田　髙明 松田　髙明 平14.10. 1眼   診療所
     伊丹市藤ノ木１丁目１番１－３２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345233,0345,6 ふじお皮フ科 〒664-0858 0727-78-4112藤尾　由子 藤尾　由子 平14.11. 1皮   形外 診療所
     伊丹市西台３－２－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345333,0346,4 宮崎クリニック 〒664-0882 072-777-0045医療法人社団宮崎クリ宮崎　淑美 平14.11. 1小   内   皮  診療所
     伊丹市鈴原町４丁目４番地の１ 常　勤:    2ニック　理事長　宮崎 移動 現存
     (医       2)　淑美 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345433,0349,8 医療法人社団星晶会　〒664-0001 072-781-2587医療法人社団　星晶会藤井　孝祐 平15. 1. 1内   神内 診療所
     いたみバラ診療所 伊丹市荒牧６丁目１６－２ 常　勤:    1　理事長　松本　昭英 新規 ①泌尿器科（人現存
     (医       1) 平27. 1. 1工透析）
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345533,0350,6 外村医院 〒664-0875 072-782-3638外村　篤志 外村　篤志 平15. 2. 1内   呼   消  診療所
     伊丹市野間北２－１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345633,0353,0 柴本内科循環器科 〒664-0858 072-773-3237医療法人社団　柴本内柴本　茂樹 平15. 6. 1内   循   脳外診療所
     伊丹市西台３丁目１－４ 常　勤:    1科循環器科　理事長　 移動 現存
     (医       1)柴本　茂樹 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345733,0355,5 医療法人南谷継風会南〒664-0852 072-780-5320医療法人南谷継風会　山本　良昭 平15. 9. 1内   小   整外診療所
     谷クリニック伊丹 伊丹市南本町７－１－１５ 常　勤:    1理事長　南谷　直人 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345833,0357,1 太田ひふ科クリニック〒664-0851 072-775-0189太田　純子 太田　純子 平15.12. 1皮   アレ 形外診療所
     伊丹市中央１－４－４塩井ビル１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 345933,0358,9 医療法人社団緑心会大〒664-0028 072-780-6399医療法人社団緑心会　大橋　修 平16. 1. 1一般 診療所
     橋クリニック 伊丹市西野３丁目２５８番地 常　勤:    1理事長　大橋　修 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平28. 1. 1外   整外 リハ
     ①胃腸内科　循
     環器内科　肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346033,0359,7 毛野内科循環器科 〒664-0028 072-785-7123毛野　義明 毛野　義明 平16. 3. 1内   循   診療所
     伊丹市西野２丁目２３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346133,0360,5 渡辺クリニック 〒664-0858 072-772-2216医療法人一道会渡辺ク嶋津　富子 平16. 4. 1産婦 診療所
     伊丹市西台４丁目２の５ 常　勤:    1リニック　理事長　嶋 組織変更 現存
     (医       1)津　富子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346233,0361,3 山川内科 〒664-0006 072-787-6682山川　純一 山川　純一 平16. 5. 1内   診療所
     伊丹市鴻池５丁目８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346333,0363,9 中野整形リハビリクリ〒664-0022 072-773-5123医療法人康和会　理事中野　利彦 平16. 4.21整外 リハ 診療所
     ニック 伊丹市中野東３丁目８２番地 常　勤:    1長　中野　利彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346433,0365,4 有澤眼科 〒664-0027 072-779-6810医療法人社団伊有会有有澤　基 平16. 6. 1眼   診療所
     伊丹市池尻１丁目３０番 常　勤:    1澤眼科　理事長　有澤 組織変更 現存
     (医       1)　基 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346533,0366,2 吉村耳鼻咽喉科 〒664-0846 072-771-1187吉村　史郎 吉村　史郎 平16.10. 1耳い アレ 診療所
     伊丹市伊丹１－１０－１４－２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346633,0368,8 ただ内科小児科クリニ〒664-0001 072-778-6150多田　和雄 多田　和雄 平16.11. 1内   神内 小  診療所
     ック 伊丹市荒牧６丁目２８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346733,0369,6 前田泌尿器科 〒664-0846 072-785-3652前田　信之 前田　信之 平16.12. 1ひ   診療所
     伊丹市伊丹１－１０－１４アリオ常　勤:    1 新規 現存
     １　２Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346833,0371,2 進藤医院 〒664-0007 072-781-1591進藤　啓 進藤　啓 平17. 1. 1内   放   小  診療所
     伊丹市北野１丁目１５番地 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
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 346933,0372,0 和田クリニック 〒664-0846 072-771-8108医療法人社団　和田ク和田　聡子 平17. 3. 1内   小   診療所
     伊丹市伊丹１丁目１０番１４号２常　勤:    1リニック　理事長　和 組織変更 現存
     ０１ (医       1)田　聡子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347033,0376,1 伊丹中央眼科 〒664-0851 072-773-1331二宮　さゆり 二宮　さゆり 平17. 6. 1眼   診療所
     伊丹市中央１丁目５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347133,0377,9 高村整形外科 〒664-0872 072-785-5313医療法人社団高村整形高村　学 平17. 6. 1整外 リハ 診療所
     伊丹市車塚１丁目３０番１ 常　勤:    1外科　理事長　高村　 組織変更 現存
     (医       1)学 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347233,0382,9 やまだクリニック 〒664-0858 072-771-8778医療法人社団やまだク山田　克巳 平17. 7. 1外   胃   こう診療所
     伊丹市西台１丁目５番７号 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1)田　克巳 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347333,0383,7 大前医院 〒664-0892 072-782-3310大前　篤 大前　篤 平17. 7.10内   消   小  診療所
     伊丹市高台１－１５７－７ 常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347433,0386,0 山崎こどもクリニック〒664-0898 072-770-7330山崎　剛 山崎　剛 平18. 1. 1小   診療所
     伊丹市千僧６丁目１０３番７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347533,0387,8 くにともクリニック 〒664-0851 佐藤　 友 佐藤　 友 平18. 2. 1内   循   小  診療所
     伊丹市中央４丁目４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347633,0388,6 荘司外科 〒664-0851 072-772-2663医療法人社団荘司外科荘司　康嗣 平18. 2. 1一般        19診療所
     伊丹市中央１－２－１６ 常　勤:    1　理事長　荘司　康嗣 組織変更 外   消   整外現存
     (医       1) 平30. 2. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347733,0389,4 いちやま整形外科 〒664-0856 072-770-7855一山　茂樹 一山　茂樹 平18. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     伊丹市梅ノ木２丁目３番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347833,0392,8 みずほレディースクリ〒664-0013 072-778-4103医療法人社団　瑞祥会山口　正明 平18. 6. 1一般 診療所
     ニック 伊丹市瑞穂町５－７２ 常　勤:    1　みずほレディースク 組織変更     一般     9現存
     (医       1)リニック　理事長　山 平30. 6. 1産   婦   内  
     非常勤:    4口　正明
     (医       4)
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 347933,0394,4 山川医院 〒664-0863 072-772-4679小坂　正 小坂　正 平18. 8. 1内   診療所
     伊丹市柏木町１丁目１０２ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348033,0395,1 愛和レディースクリニ〒664-0027 072-770-2000高島　正樹 高島　正樹 平18. 9. 1産婦 診療所
     ック 伊丹市池尻１丁目２０４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348133,0396,9 林小児科内科 〒664-0008 072-777-8843林　伸樹 林　伸樹 平18.10. 1小   内   アレ診療所
     伊丹市荒牧南４－１－７２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348233,0397,7 第２西原クリニック 〒664-0873 072-778-9900医療法人社団弘道会　瀧本　光代 平18.12. 1一般 診療所
     伊丹市野間８丁目５番１０号 常　勤:    1理事長　西原　弘道 新規     一般    19現存
     (医       1) 平24.12. 1外   内   整外
     非常勤:    3 リハ 胃   こう
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348333,0399,3 だいどう耳鼻咽喉科ク〒664-0001 072-787-3387医療法人社団　だいど大道　弘之 平19. 5. 1耳い 診療所
     リニック 伊丹市荒牧６丁目６番７号 常　勤:    1う耳鼻咽喉科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　大道　弘 平25. 5. 1
     之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348433,0402,5 よしだ整形外科 〒664-0027 072-772-5055医療法人社団　よしだ吉田　竹志 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     伊丹市池尻一丁目２０２番地２ 常　勤:    1整形外科　理事長　吉 組織変更 現存
     (医       1)田　竹志 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348533,0404,1 大森クリニック 〒664-0002 072-782-9388医療法人社団　大森ク大森　英夫 平19. 6. 1外   循   呼  診療所
     伊丹市荻野四丁目３３番２号 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)森　英夫 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348633,0406,6 医療法人社団　星晶会〒664-0001 072-778-8110医療法人社団　星晶会古田　穣 平19. 7. 1一般 病院
     　あおい病院 伊丹市荒牧６丁目１４－２ 常　勤:    2　理事長　松本　昭英 新規     一般    39現存
     (医       2) 平25. 7. 1ひ   
     非常勤:   66 ①腎臓内科（人
     (医      66) 工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 348733,0408,2 はばらクリニック 〒664-0027 072-772-8027羽原　一登 羽原　一登 平19. 9. 1内   外   胃  診療所
     伊丹市池尻４丁目９番１４号リバ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ーサイド池尻１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348833,0409,0 レディースクリニック〒664-0846 072-771-7717多養　哲治 多養　哲治 平19.11. 1婦   産   診療所
     Ｔａｙａ 伊丹市伊丹１丁目１０－１４－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１－５ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348933,0411,6 阪神北広域こども急病〒664-0015 072-770-9988公益財団法人阪神北広宅見　徹 平20. 4. 1小   診療所
     センター 伊丹市昆陽池２丁目１０番地 常　勤:    4域救急医療財団　理事 新規 現存
     (医       4)長　上谷　良行 平26. 4. 1
     非常勤:  151
     (医     151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349033,0412,4 片岡医院 〒664-0851 072-784-3636片岡　徳内 片岡　徳内 平20. 4. 1心内 精   診療所
     伊丹市中央１丁目４番８号　宇杉常　勤:    2 交代 現存
     ビル４階 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349133,0414,0 稲垣クリニック 〒664-0013 072-780-0017稲垣　雅彦 稲垣　雅彦 平20. 8. 1内   循   他  診療所
     伊丹市瑞穂町６－４４　イースト常　勤:    1 新規 現存
     バリィ１Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349233,0415,7 周川循環器内科医院 〒664-0874 072-743-1228周川　万貴夫 周川　万貴夫 平20.10. 1循   内   診療所
     伊丹市山田６－５－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349333,0417,3 池田クリニック 〒664-0872 072-783-3480医療法人社団　正名会金子　正 平20.12. 1内   診療所
     伊丹市車塚１丁目３２番７号 常　勤:    1　理事長　池田　弘毅 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349433,0418,1 いぬいこどもクリニッ〒664-0029 072-771-7848医療法人社団いぬいこ乾　幸治 平21. 4. 1小   神内 診療所
     ク 伊丹市中野北３－６－６ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　乾　幸治 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 349533,0419,9 わたらい医院 〒664-0853 072-772-1166渡 　隆夫 渡 　隆夫 平21. 4. 1内   他   小  診療所
     伊丹市平松４丁目１番２４号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349633,0420,7 城田医院 〒664-0851 072-767-7777城田　勲 城田　勲 平21. 5. 1心内 精   診療所
     伊丹市中央５－１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349733,0421,5 みやいクリニック 〒664-0846 072-775-6117医療法人社団みやいク宮井　康次 平21. 5. 1心内 精   診療所
     伊丹市伊丹一丁目１０番１４アリ常　勤:    1リニック　理事長　宮 組織変更 現存
     オⅠ２０１－７ (医       1)井　康次 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349833,0422,3 医療法人社団　まえだ〒664-0846 072-784-7767医療法人社団　まえだ前田　成夫 平21. 5. 1麻   リハ 診療所
     ペインクリニック 伊丹市伊丹１丁目１０－１４アリ常　勤:    1ペインクリニック　理 組織変更 現存
     オⅠ・２０１－３ (医       1)事長　前田　成夫 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349933,0423,1 たにみつ内科 〒664-0027 072-772-8888医療法人社団真人会　谷光　利昭 平21. 7. 1内   消   こう診療所
     伊丹市池尻一丁目２０４番地２ 常　勤:    1理事長　谷光　利昭 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350033,0424,9 竹内クリニック 〒664-0022 072-773-0315医療法人社団竹内クリ竹内　重人 平21. 7. 1内   呼内 アレ診療所
     伊丹市中野東３丁目１１１番地 常　勤:    1ニック　理事長　竹内 組織変更 循環器内科　消現存
     (医       1)　重人 平27. 7. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350133,0425,6 三上眼科 〒664-0882 072-783-6385三上　義人 三上　義人 平21. 9. 1眼   診療所
     伊丹市鈴原町５－３３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350233,0426,4 おじまクリニック 〒664-0895 072-773-5091小島　伸三郎 小島　伸三郎 平21.10. 1整外 リウ リハ診療所
     伊丹市宮の前１丁目４－６みやの常　勤:    1 新規 麻   現存
     まち３号館１階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350333,0427,2 伊丹恒生脳神経外科病〒664-0028 072-781-6600医療法人社団六心会　野田　眞也 平22. 2. 1一般 病院
     院 伊丹市西野一丁目３００番地１ 常　勤:    5理事長　古瀬　繁 移動     一般    80現存
     (医       5) 平28. 2. 1脳外 整外 リハ
     非常勤:   29 神内 
     (医      29) ②消化器外科　
     ⑤循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350433,0428,0 中川クリニック 〒664-0001 072-787-6966医療法人社団中川クリ中川　浩二 平22. 4. 1内   外   整外診療所
     伊丹市荒牧６丁目２８番９号バラ常　勤:    1ニック　理事長　中川 組織変更 リハ 現存
     公園メディカルビル (医       1)　浩二 平28. 4. 1
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 350533,0429,8 竹本整形外科 〒664-0006 072-785-9620医療法人社団竹本整形竹本　冶將 平22. 5. 1整外 リハ 診療所
     伊丹市鴻池４丁目２番１７号 常　勤:    1外科　理事長　竹本　 組織変更 現存
     (医       1)冶將 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350633,0430,6 二宮眼科 〒664-0858 072-772-0055医療法人社団二宮眼科杉澤　栄 平22. 6. 1眼   診療所
     伊丹市西台３丁目９番２５号 常　勤:    1　理事長　杉澤　栄 移動 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350733,0431,4 医療法人二宮内科クリ〒664-0856 072-771-6505医療法人二宮内科クリ二宮　俊明 平22. 9. 1内   診療所
     ニック 伊丹市梅ノ木４丁目６番２２号 常　勤:    1ニック　理事長　二宮 組織変更 現存
     (医       1)　俊明 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350833,0434,8 おおで眼科クリニック〒664-0865 072-772-8882大出　健太 大出　健太 平23. 1. 1眼   診療所
     伊丹市南野２丁目９－１１神港ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350933,0437,1 森内科医院 〒664-0865 072-777-1455森　淳一 森　淳一 平23. 4. 1内   消   放  診療所
     伊丹市南野６丁目７－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351033,0439,7 梅田皮膚科クリニック〒664-0896 072-787-3700医療法人社団サンマー梅田　晋嗣 平23. 5. 1皮   形外 美外診療所
     伊丹市船原２－２－３ 常　勤:    1ク会　理事長　梅田　 移動 現存
     (医       1)晋嗣 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351133,0441,3 大木医院 〒664-0006 072-785-7055医療法人社団大木医院大木　篤 平23. 5. 1内   診療所
     伊丹市鴻池三丁目４番３号グラン常　勤:    1　理事長　大木　篤 組織変更 糖尿病内科 現存
     ベルデ鴻池１Ａ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351233,0443,9 しまだこどもクリニッ〒664-0027 072-775-0337医療法人社団しまだこ島田　佐和子 平23. 7. 1小   診療所
     ク 伊丹市池尻一丁目２０２番地２ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　島田　佐和子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351333,0445,4 かわさき内科クリニッ〒664-0873 072-781-5053川﨑　信吾 川﨑　信吾 平23.12. 1内   循   診療所
     ク 伊丹市野間５丁目１２－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 351433,0446,2 高田医院 〒664-0842 072-782-3331医療法人社団高田医院高　赫佑 平23.12. 1内   小   放  診療所
     伊丹市森本２丁目１９０番地 常　勤:    1　理事長　高田　周幸 移動 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351533,0448,8 昆陽の里眼科 〒664-0874 072-778-8241医療法人社団昆陽の里三反田　智博 平24. 4. 1眼   診療所
     伊丹市山田６丁目９番３０号ＹＭ常　勤:    1眼科　理事長　三反田 移動 現存
     昆陽の里ビル１０１号室 (医       1)　智博 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351633,0449,6 池尻眼科 〒664-0027 072-744-1966織地　宣嘉 織地　宣嘉 平24. 4. 1眼   診療所
     伊丹市池尻４丁目１－１イオンモ常　勤:    1 その他 現存
     ール伊丹昆陽２階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351733,0451,2 はなだ脳神経外科クリ〒664-0857 072-770-5650花田　友成 花田　友成 平24. 9. 1脳外 神内 診療所
     ニック 伊丹市行基町２丁目９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351833,0454,6 宮の前眼科 〒664-0895 072-783-3577医療法人社団ベタニア山本　洋子 平24.10. 1眼   診療所
     伊丹市宮ノ前一丁目４番８号みや常　勤:    1会宮の前眼科　理事長 移動 現存
     のまち３号館１Ｆ (医       1)　山本　洋子 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351933,0456,1 むろさきクリニック 〒664-0873 072-770-6688室﨑　伸和 室﨑　伸和 平24.12. 1ひ   診療所
     伊丹市野間１－８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352033,0457,9 いしかわ整形在宅クリ〒664-0023 072-779-6300医療法人社団いしかわ石川　昌彦 平25. 3. 1整外 リハ 内  診療所
     ニック 伊丹市中野西三丁目１番１号マイ常　勤:    2整形在宅クリニック　 組織変更 皮   現存
     シティ伊丹壱番館１０６ (医       2)理事長　石川　昌彦 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352133,0458,7 医療法人晴風園　伊丹〒664-0011 072-778-0500医療法人晴風園　理事植松　正保 平25. 4. 1療養       210病院
     せいふう病院 伊丹市鋳物師５丁目７９番 常　勤:    9長　植松　正保 新規 内   整外 皮  現存
     (医       9) 平25. 4. 1リハ 
     非常勤:   50
     (医      50)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352233,0459,5 やまもとクリニック泌〒664-0028 072-778-7731医療法人社団　やまも山本　裕信 平25. 5. 1ひ   診療所
     尿器科 伊丹市西野１丁目８１ヴィア・ラ常　勤:    1とクリニック泌尿器科 組織変更 現存
     テア西野　１階 (医       1)　理事長　山本　裕信 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 352333,0460,3 医療法人社団　星晶会〒664-0029 072-773-7160医療法人社団　星晶会越智　聡 平25. 8. 1腎臓内科（人工診療所
     　愛正透析クリニック伊丹市中野北３丁目８番１４号 常　勤:    2　理事長　松本　昭英 新規 透析）循環器内現存
     (医       2) 平25. 8. 1科
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352433,0461,1 伊藤クリニック 〒664-0027 072-780-1105医療法人社団　伊藤ク伊藤　嘉敏 平25. 8.16内   リハ 小  診療所
     伊丹市池尻一丁目１６９番地１ 常　勤:    1リニック　理事長　伊 移動 循環器内科　消現存
     (医       1)藤　嘉敏 平25. 8.16化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352533,0462,9 石橋眼科医院 〒664-0882 072-777-1550石橋　和子 石橋　和子 平25. 9. 1眼   診療所
     伊丹市鈴原町８丁目４８－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352633,0463,7 木下内科診療所 〒664-0886 072-783-3990医療法人社団　木下内木下　道 平25. 9.17内   小   リハ診療所
     伊丹市昆陽東４丁目１３番４号 常　勤:    1科診療所　理事長　木 移動 消化器内科 現存
     (医       1)下　道廣 平25. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352733,0464,5 整形なかむら医院 〒664-0886 072-779-8341中村　俊之 中村　俊之 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     伊丹市昆陽東４丁目６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352833,0466,0 東有岡クリニック 〒664-0845 072-773-6070片岡　保朗 片岡　保朗 平26. 9. 1内   リハ 診療所
     伊丹市東有岡１－１８－１３ 常　勤:    1 その他 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352933,0468,6 松本循環器内科・外科〒664-0864 0727-85-0330医療法人社団　松本循松本　倫 平26.12.15外   診療所
     伊丹市安堂寺町二丁目１４番地 常　勤:    2環器内科・外科　理事 移動 ①循環器内科 現存
     (医       2)長　松本　倫 平26.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353033,0469,4 医療法人慶春会　いた〒664-0858 072-770-2525医療法人　慶春会　理山田　浩史 平27. 2. 1内   精   診療所
     みホームクリニック 伊丹市西台１丁目１番１号 常　勤:    2事長　高井　俊輔 新規 現存
     (医       2) 平27. 2. 1
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353133,0470,2 どうファミリークリニ〒664-0858 072-777-8118童　仁 童　仁 平27. 7. 1外   内   診療所
     ック 伊丹市西台３－７－７阪急オアシ常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ス伊丹店２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 353233,0471,0 にしだい診療所 〒664-0851 072-770-5166医療法人社団にしだい金井　正光 平27. 7. 1精   心内 神内診療所
     伊丹市中央１丁目９番１２号三輪常　勤:    1診療所　理事長　金井 移動 現存
     ビル３Ｆ (医       1)　正光 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353333,0472,8 ばばブレストクリニッ〒664-0858 072-785-2122馬場　將至 馬場　將至 平27.10. 1乳腺外科 診療所
     ク 伊丹市西台１丁目１－１－５１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353433,0474,4 小泉医院 〒664-0864 072-781-4609小泉　勇 小泉　勇 平27.12. 1内   診療所
     伊丹市安堂寺町１丁目３２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353533,0475,1 アネモネこどもクリニ〒664-0006 072-744-1085医療法人社団アネモネ横井　俊明 平28. 1. 1小   診療所
     ック 伊丹市鴻池６丁目９番２５号 常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　横井　俊明 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353633,0476,9 ひうらクリニック 〒664-0857 0727-82-1211医療法人社団ひうらク日浦　祐一郎 平28. 2. 1内   外   皮  診療所
     伊丹市行基町１丁目１０７番地 常　勤:    2リニック　理事長　日 組織変更 アレ 現存
     (医       2)浦　祐一郎 平28. 2. 1②胃内③肛外　
     小皮　美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353733,0478,5 弓場医院 〒664-0846 072-782-2022弓場　雅夫 弓場　雅夫 平28. 4. 1内   呼内 診療所
     伊丹市伊丹２丁目１－１５ 常　勤:    1 交代 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353833,0479,3 平生診療所 〒664-0856 072-772-8118赤神　隆文 赤神　隆文 平28. 4. 1内   診療所
     伊丹市梅ノ木６丁目３番８号 常　勤:    1 交代 ②循環器内科　現存
     (医       1) 平28. 4. 1糖尿病内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353933,0480,1 伊丹市立こども発達支〒664-0898 072-781-6903伊丹市　伊丹市長　藤 　尚子 平28. 4. 1小   診療所
     援センター診療所 伊丹市千僧１丁目４７番地２ 常　勤:    1原　保幸 移動 ②小児整形外科現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354033,0481,9 みつこウィメンズクリ〒664-0027 072-744-2334山田　美津子 山田　美津子 平28. 5. 1婦   産   診療所
     ニック 伊丹市池尻４丁目９－１４リバー常　勤:    1 移動 ③女性内科 現存
     サイド池尻２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 354133,0482,7 伊丹ガーデンズクリニ〒664-0006 072-770-6940医療法人社団　六翠会横川　朋子 平28. 6. 1内   診療所
     ック 伊丹市鴻池６丁目２２番２１号 常　勤:    1　理事長　六島　大 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354233,0483,5 片山内科クリニック 〒664-0873 072-783-7000医療法人社団片山内科 山　正哉 平28. 5. 1内   診療所
     伊丹市野間一丁目８番１２号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 ②循環器内科　現存
     (医       1) 山　正哉 平28. 5. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354333,0484,3 たつみ整形外科形成外〒664-0012 072-772-4192医療法人社団　たつみ辰己　英章 平28. 7. 1整外 形外 リハ診療所
     科クリニック 伊丹市緑ケ丘一丁目２５７番地１常　勤:    1整形外科形成外科クリ 組織変更 現存
     (医       1)ニック　理事長　辰己 平28. 7. 1
     　英章
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354433,0486,8 いくしま内科クリニッ〒664-0851 072-772-7111生島　雅士 生島　雅士 平28.11. 1内   診療所
     ク 伊丹市中央三丁目２番６号　３階常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354533,0487,6 ラヴィータホームクリ〒664-0886 072-764-7730医療法人社団　三喜由濵田　三和男 平29. 1. 1内   診療所
     ニック 伊丹市昆陽東１丁目７番２３号 常　勤:    1　理事長　濵田　三和 組織変更 現存
     (医       1)男 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354633,0488,4 田中あかちゃんこども〒664-0857 072-767-6106医療法人社団　田中あ田中　真也 平29. 5. 1小   診療所
     クリニック 伊丹市行基町１丁目１０７番地伊常　勤:    1かちゃんこどもクリニ 組織変更 現存
     丹行基町医療モール２Ｆ (医       1)ック　理事長　田中　 平29. 5. 1
     真也
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354733,0489,2 本田医院 〒664-0855 072-772-6294医療法人社団　本田医本田　泰啓 平29. 5. 1内   小   放  診療所
     伊丹市御願塚一丁目５番２０号 常　勤:    1院　理事長　本田　泰 組織変更 現存
     (医       1)啓 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354833,0491,8 つるた内科クリニック〒664-0006 072-744-3553鶴田　芳男 鶴田　芳男 平29. 9. 1内   診療所
     伊丹市鴻池４丁目１番１０号オア常　勤:    1 新規 ②循環器内科 現存
     シスタウン伊丹鴻池２Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354933,0492,6 あいぜん伊丹クリニッ〒664-0871 072-767-6091樋口　貴宏 樋口　貴宏 平29. 8. 1内   診療所
     ク 伊丹市堀池３丁目９番２５号廣野常　勤:    1 組織変更 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 355033,0493,4 クリニック内藤 〒664-0023 072-777-7700医療法人社団温新会ク川内　超矢 平29. 8.17内   呼内 アレ診療所
     伊丹市中野西２丁目２０７号 常　勤:    2リニック内藤　理事長 移動 ②消化器内科 現存
     (医       2)　川内　超矢 平29. 8.17
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355133,0494,2 さかもと小児科アレル〒664-0846 072-771-6116医療法人社団さかもと阪本　好弘 平29. 8.18小   アレ 診療所
     ギー科 伊丹市伊丹１丁目７番１６号 常　勤:    1小児科アレルギー科　 移動 現存
     (医       1)理事長　阪本　好弘 平29. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355233,0495,9 うえだ耳鼻咽喉科 〒664-0006 072-773-3387上田　大 上田　大 平29.10. 1耳い 診療所
     伊丹市鴻池４－１－１０オアシス常　勤:    1 新規 現存
     タウン伊丹鴻池２Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355333,0496,7 ずし整形外科 〒664-0886 072-779-3307頭司　敏史 頭司　敏史 平29.10. 1整外 リハ 診療所
     伊丹市昆陽東１丁目２番７阪急オ常　勤:    1 新規 現存
     アシス伊丹昆陽東店２Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355433,0497,5 のぞみ眼科 〒664-0006 072-784-8550医療法人社団山翔会　山池　紀翔 平30. 2. 1眼   診療所
     伊丹市鴻池四丁目１番１０号オア常　勤:    1理事長　山池　紀翔 新規 現存
     シスタウン伊丹鴻池２Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355533,0498,3 つつじ皮フ科 〒664-0006 医療法人社団山河会　夏目　尚子 平30. 4. 1皮   診療所
     伊丹市鴻池四丁目１－１０ＯＡＳ常　勤:    1理事長　岩井　省三 新規 現存
     ＩＳ　Ｔｏｗｎ　伊丹鴻池 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355633,0499,1 幸彩クリニック 〒664-0898 072-783-3600医療法人社団　竹下医竹下　光 平30. 4. 1内   診療所
     伊丹市千僧３－１４３エイダイビ常　勤:    1院　理事長　竹下　勇 その他 現存
     ル３０１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355733,0501,4 いしかわ整形外科 〒664-0874 072-777-3775医療法人社団いしかわ石川　太彦 平30. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     伊丹市山田二丁目３番２３号 常　勤:    1整形外科　理事長　石 組織変更 現存
     (医       1)川　太彦 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355833,0502,2 医療法人晴風園　阪神〒664-0003 072-783-3388医療法人晴風園　理事黒川　英司 平30. 5. 1療養 病院
     リハビリテーション病伊丹市大野１丁目５９番地３ 常　勤:   11長　植松　正保 新規     療養   160現存
     院 (医      11) 平30. 5. 1内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355933,0503,0 おの小児科 〒664-0873 072-773-6125医療法人　おの小児科小野　英一 平30. 5. 1小   診療所
     伊丹市野間３丁目１番２１号 常　勤:    1　理事長　小野　英一 組織変更 小児アレルギー現存
     (医       1) 平30. 5. 1科
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 356033,0504,8 ごとう内科クリニック〒664-0887 072-770-5600医療法人　よつば会　後藤　充晴 平30. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     伊丹市南野北１丁目３－４４南野常　勤:    1理事長　後藤　充晴 組織変更 循環器内科 現存
     ローズヴィラ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356134,0045,0 医療法人内海慈仁会　〒679-2203 0790-22-0770医療法人内海慈仁会　西野　直樹 昭41.12. 1精神       322病院
     姫路北病院 神崎郡福崎町南田原１１３４－２常　勤:   10理事長　内海　浩彦 精   心内 現存
     (医      10) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356234,0057,5 医療法人社団太陽会　〒679-2204 0790-22-1237医療法人社団太陽会平平野　智哉 昭54. 5. 1療養        73病院
     平野病院 神崎郡福崎町西田原１４７９ 常　勤:    3野病院　理事長　平野 内   消   リハ現存
     (医       3)　裕司 平30. 5. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356334,0064,1 松岡医院 〒679-2304 松岡　伸二 松岡　伸二 昭56. 4. 1内   外   小  診療所
     神崎郡市川町下瀬加字浦田１２０常　勤:    1 現存
     ５－１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356434,0068,2 平石医院 〒679-2161 0 平石　深 平石　深 昭61. 7. 1一般    診療所
     姫路市香寺町溝口５８３－１ 常　勤:    1 胃   外   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356534,0072,4 日並内科外科医院 〒679-2131 079-232-1730医療法人社団　日並内日並　史朗 昭62.12. 1一般        17診療所
     姫路市香寺町犬飼５０２番地 常　勤:    3科外科医院　理事長　 療養         2現存
     (医       3)日並　史朗 平29.12. 1外   内   整外
     麻   リハ 
     胃腸内科　腎臓
     内科　人工透析
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356634,0073,2 アキタケ診療所 〒679-2214 0790-22-5012医療法人社団アキタケ秋武　卓男 昭63. 8. 1一般        19診療所
     神崎郡福崎町福崎新７３番地３ 常　勤:    2診療所　理事長　秋武 内   呼内 外  現存
     (医       2)　卓男 平24. 8. 1整外 
     非常勤:    2 ②消内③循内　
     (医       2) 糖内　老精
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356734,0075,7 マサキ医院 〒679-2204 0790-23-0010正木　茂博 正木　茂博 平元. 2. 1内   小   診療所
     神崎郡福崎町西田原１０４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 356834,0077,3 城谷医院 〒679-2202 0790-22-0064医療法人社団　城谷医綿谷　宝子 平元. 5. 1一般    診療所
     神崎郡福崎町八千種２２５２ 常　勤:    2院　理事長　綿谷　宝 療養    現存
     (医       2)子 平28. 5. 1内   小   リハ
     非常勤:    3 消化器内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356934,0079,9 山田医院 〒679-2204 0790-22-5305医療法人社団　山田医山田　修平 平元.11. 1内   精   神  診療所
     神崎郡福崎町西田原１４３０番地常　勤:    1院　理事長　山田　修 現存
     －３ (医       1)平 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357034,0080,7 西門内科 〒679-2153 0792-32-6969西門　博之 西門　博之 平 2.11. 1内   小   診療所
     姫路市香寺町田野１０１４－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357134,0081,5 たずみ内科歯科 〒679-2323 0790-26-2431医療法人社団　田隅医田隅　和宏 平 3. 5. 1内   歯   診療所
     (34,0061,3) 神崎郡市川町甘地８０４－１２ 常　勤:    2院　理事長　田隅　和 現存
     (医       1)宏 平30. 5. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357234,0082,3 竹村整形外科医院 〒679-2143 079-232-1059医療法人社団竹村整形竹村　清介 平 3. 5. 1一般         3診療所
     姫路市香寺町中仁野２５７－２ 常　勤:    1外科医院　理事長　竹 整外 リウ リハ現存
     (医       1)村　清介 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357334,0084,9 藤川医院 〒679-2337 0790-28-0012藤川　泰博 藤川　泰博 平 4. 4. 1内   胃   循  診療所
     神崎郡市川町屋形５２０－１ 常　勤:    1 小   放   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357434,0085,6 立岩医院 〒679-3116 0790-34-0033立岩　誠 立岩　誠 平 5. 7. 1内   呼   消  診療所
     神崎郡神河町寺前３３－１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357534,0086,4 田村眼科 〒679-2214 0795-59-1601田村　忍 田村　忍 平 5. 8. 1眼   診療所
     神崎郡福崎町福崎新１３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357634,0088,0 小西医院 〒679-2151 0792-32-0202小西　愼吾 小西　愼吾 平 7. 7. 1内   神内 循  診療所
     姫路市香寺町香呂５０－２０ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357734,0089,8 牧耳鼻咽喉科医院 〒679-2215 0790-23-1951牧　孝 牧　孝 平 7. 9. 1耳い 診療所
     神崎郡福崎町西治５００ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
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 357834,0092,2 福田眼科 〒679-2415 0790-32-2671福田　薫 福田　薫 平10. 5. 1眼   診療所
     神崎郡神河町福本８５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357934,0094,8 田クリニック 〒679-2212 0790-22-0004医療法人社団　吉田ク吉田　浩 平10.12. 1内   外   循  診療所
     神崎郡福崎町福田２９４－５ 常　勤:    2リニック　理事長　吉 組織変更 現存
     (医       2)田　浩 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358034,0095,5 大野整形外科 〒679-2315 0790-22-3303医療法人社団　大野整大野　憲一 平11. 5. 1整外 リハ 診療所
     神崎郡市川町西川辺字中ノ供御６常　勤:    1形外科　理事長　大野 組織変更 現存
     １２ (医       1)　憲一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358134,0096,3 山本医院 〒679-2415 0790-31-3200山本　素之 山本　素之 平12.10. 1内   小   診療所
     神崎郡神河町福本５６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358234,0098,9 三宅皮膚科医院 〒679-2204 0790-24-5100三宅　英之 三宅　英之 平13.10. 1皮   アレ 診療所
     神崎郡福崎町西田原１１６０－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358334,0099,7 小林眼科 〒679-2143 0792-65-1525小林　薫 小林　薫 平14.10. 1眼   診療所
     姫路市香寺町中仁野２６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358434,0101,1 ミナミ整形外科内科 〒679-2203 0790-23-0789医療法人社団慈眼会　南　堰雄 平16. 1. 1一般        19診療所
     神崎郡福崎町南田原２９７１番地常　勤:    2理事長　南　堰雄 組織変更 整外 リハ リウ現存
     １ (医       2) 平28. 1. 1内   循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358534,0102,9 大畑診療所 〒679-2403 0790-33-0302神河町長　山名　宗悟田中　勝治 平17.11. 7内   診療所
     神崎郡神河町大畑３１９番地の１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358634,0103,7 神河町立川上診療所 〒679-3104 0790-34-0962神河町長　山名　宗悟立岩　誠 平17.11. 7内   小   診療所
     神崎郡神河町川上４７７番地の１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 358734,0104,5 神河町立上小田診療所〒679-3125 0790-34-0962神河町長　山名　宗悟立岩　誠 平17.11. 7内   小   診療所
     神崎郡神河町上小田４１２番地の常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358834,0106,0 公立神崎総合病院 〒679-2414 0790-32-1331神河町長　山名　宗悟宮原　誠二 平18. 4. 1一般 総合病院
     (34,0052,2) 神崎郡神河町粟賀町３８５番地 常　勤:   21 交代     一般   149現存
     (医      20) 平30. 4. 1内   循   呼  
     (歯       1) 外   胃   こう
     非常勤:   28 整外 リハ 眼  
     (医      28) 耳い 産婦 小  
     神   歯   精  
     心内 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358934,0107,8 松岡クリニック 〒679-2204 0790-22-7885松岡　亮 松岡　亮 平19.11. 1内   小   呼  診療所
     神崎郡福崎町西田原１１４９－１常　勤:    2 新規 循   現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359034,0108,6 橋本じゅん整形外科 〒679-2203 0790-24-5077橋本　淳 橋本　淳 平25. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     神崎郡福崎町南田原２９３８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359134,0109,4 たかやす眼科クリニッ〒679-2203 0790-35-8510髙安　紀之 髙安　紀之 平25.10. 1眼   診療所
     ク 神崎郡福崎町南田原２９３６番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359234,0112,8 かんざき訪問診療クリ〒679-2414 0790-32-3006薄木　洋明 薄木　洋明 平26. 8. 1内   診療所
     ニック 神崎郡神河町粟賀町５２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359334,0113,6 木村医院 〒679-2316 0790-26-3115木村　俊明 木村　俊明 平26. 9. 1内   眼   診療所
     神崎郡市川町東川辺８９１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359434,0114,4 むらかみ泌尿器科クリ〒679-2203 0790-24-5888村上　貴典 村上　貴典 平29. 3. 1ひ   診療所
     ニック 神崎郡福崎町南田原２９３７－１常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359535,0055,6 中村外科胃腸科 〒671-2134 中村　憲治 中村　憲治 昭62. 9. 1一般        18診療所
     姫路市夢前町菅生澗字野々谷１６常　勤:    2 外   リハ 消  現存
     １－１７６ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 359635,0059,8 松浦診療所 〒671-2121 07933-5-0140松浦　伸郎 松浦　伸郎 平 3. 4. 1内   神内 小  診療所
     姫路市夢前町宮置字田中２３２－常　勤:    1 現存
     ７ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359735,0060,6 松浦医院 〒671-2113 07933-6-0120松浦　伸郎 松浦　伸郎 平 3. 4. 1内   神   小  診療所
     姫路市夢前町古知之庄６０９ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359835,0063,0 金田病院 〒671-2103 079-336-0016医療法人社団　夢前会村瀬　晃彦 平 8. 3. 1療養        52病院
     姫路市夢前町前之庄２９３４－１常　勤:    1　理事長　村瀬　晃彦 組織変更 内   呼内 整外現存
     (医       1) 平29. 3. 1リハ 
     非常勤:    9 消化器内科　循
     (医       9) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359935,0065,5 高本医院 〒671-2114 079-335-1650医療法人社団高本医院高本　幸夫 平 9. 7. 1外   診療所
     姫路市夢前町糸田５７２－２ 常　勤:    1　理事長　高本　幸夫 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360035,0068,9 真浦クリニック 〒672-0101 079-325-0995医療法人社団　友幸会西川　弘 平12. 1. 1内   眼   小  診療所
     姫路市家島町真浦字片山２３７９常　勤:    1　真浦クリニック　理 組織変更 整外 リハ 現存
     －１ (医       1)事長　西川　弘 平30. 1. 1消化器内科　
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360135,0069,7 丸尾外科医院 〒671-2103 079-336-1230医療法人社団丸尾外科丸尾　幸喜 平14. 7. 1一般 診療所
     姫路市夢前町前之庄２１９７－１常　勤:    1医院　理事長　丸尾　 組織変更     一般    19現存
     ５ (医       1)幸喜 平26. 7. 1外   整外 
     胃腸外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360236,0039,8 信原病院 〒679-4017 0791-66-0981信原　克哉 信原　克哉 昭45. 4. 1一般        99病院
     たつの市揖西町土師７２０番地 常　勤:    9 整外 リウ 麻  現存
     (医       9) 平30. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360336,0056,2 小河内科 〒679-4152 0791-67-1222小河　裕 小河　裕 昭59. 7. 1内   胃   小  診療所
     たつの市揖保町中臣８６０－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360436,0060,4 堀整形外科 〒679-4103 0791-65-1555堀　純市 堀　純市 昭61. 5. 1整外 形外 リハ診療所
     たつの市神岡町上横内３７９－３常　勤:    1 放   リウ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 360536,0066,1 井上内科医院 〒679-4122 0791-63-3355医療法人社団　井上内井上　英士 平元. 5. 1内   呼   消  診療所
     たつの市龍野町日飼３７３－１ 常　勤:    1科医院　井上　英士 循   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360636,0069,5 八十川医院 〒679-4007 0791-66-0012医療法人社団　八十川八十川　信正 平 2. 5. 1内   小   診療所
     たつの市揖西町構２４２、２４３常　勤:    2医院　理事長　八十川 循環器内科 現存
     合併番地 (医       2)　信正 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360736,0072,9 森崎耳鼻咽喉科医院 〒679-4105 0791-65-0018森崎　嘉章 森崎　嘉章 平 3. 8. 1耳い 診療所
     たつの市神岡町西鳥井９５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360836,0075,2 とくなが病院 〒679-4109 0791-65-2211德永　金清 德永　金清 平 6. 2. 1一般        56病院
     たつの市神岡町東觜崎字鍵田４７常　勤:    6 療養        53現存
     ３－５ (医       6) 平30. 2. 1外   内   眼  
     非常勤:   17 胃   こう 整外
     (医      17) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360936,0078,6 龍野中央病院 〒679-4121 0791-62-1301医療法人社団　緑風会井上　喜通 平 8. 5. 8一般        39病院
     たつの市龍野町島田６６７ 常　勤:    5　龍野中央病院　理事 移動 療養        60現存
     (医       5)長　井上　喜通 平29. 5. 8内   呼内 小  
     非常勤:   12 整外 皮   眼  
     (医      12) 耳い 放   リハ
     胃   外   神内
     精   
     ③循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361036,0079,4 西はりまクリニック 〒679-4132 0791-62-2480医療法人社団西はりま西川　光博 平 9. 2. 1一般        11診療所
     たつの市誉田町福田７８０－３７常　勤:    1クリニック　理事長　 療養         8現存
     (医       1)西川　光博 平30. 2. 1整外 脳外 リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361136,0080,2 栗原病院 〒679-4167 0791-63-0572医療法人社団栗原会　井戸　一博 平 9.12.14一般        36病院
     たつの市龍野町富永４９５－１ 常　勤:    3理事長　栗原　英樹 移動 外   整外 眼  現存
     (医       3) 平27.12.14循   消   放  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361236,0082,8 山本内科医院 〒679-4165 0791-62-0002医療法人社団　山本内山本　裕之 平10. 5. 1内   呼内 診療所
     たつの市龍野町本町５８番地 常　勤:    1科医院　理事長　山本 組織変更 ③循環器内科　現存
     (医       1)　裕之 平28. 5. 1消化器内科
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 361336,0084,4 西田医院 〒679-4167 0791-62-0201医療法人社団　西田医西田　匡伸 平13. 1. 1内   小   放  診療所
     たつの市龍野町富永２０８ 常　勤:    2院　理事長　西田　匡 組織変更 皮   形外 現存
     (医       2)伸 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361436,0085,1 玉田眼科 〒679-4161 0791-63-1877玉田　紀子 玉田　紀子 平13. 4. 1眼   診療所
     たつの市龍野町日山３７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361536,0086,9 八木小児科 〒679-4169 0791-62-4540医療法人社団八木小児八木　次朗 平13.12. 9小   診療所
     たつの市龍野町大道字別荘５９－常　勤:    1科　理事長　八木　次 移動 現存
     １ (医       1)朗 平25.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361636,0087,7 佐野内科ハートクリニ〒679-4106 0791-65-1301佐野　一成 佐野　一成 平14. 1. 1内   循   診療所
     ック たつの市神岡町横内２６０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361736,0088,5 揖龍休日夜間急病セン〒679-4167 0791-63-5510揖龍保健衛生施設事務田渕　慶彦 平15. 2.16内   小   診療所
     ター たつの市龍野町富永４１０番地の常　勤:    1組合　管理者　山本　 移動 現存
     ２ (医       1)実 平27. 2.16
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361836,0089,3 水野クリニック 〒679-4167 0791-63-1990水野　禄仁 水野　禄仁 平15. 4. 1ひ   診療所
     たつの市龍野町富永５９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361936,0091,9 山田レディースクリニ〒679-4167 0791-62-1185医療法人　山田会　理山田　順常 平16.12. 1産婦 診療所
     ック たつの市龍野町富永１４５－９ 常　勤:    2事長　山田　順常 組織変更 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362036,0093,5 たつの市立室津診療所〒671-1332 079-324-0555たつの市長　山本　実柴垣　文夫 平17.10. 1内   外   診療所
     たつの市御津町室津２８８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 362136,0094,3 たつの市民病院 〒671-1311 07932-2-1121たつの市長　山本　実三村　令児 平17.10. 1一般 病院
     (36,0054,3) たつの市御津町中島１６６６番地常　勤:    9 交代     一般   120現存
     １ (医       9) 平29.10. 1内   呼内 外  
     非常勤:   45 脳外 整外 麻  
     (医      44) リハ 小   眼  
     (歯       1) 精   歯   皮  
     形外 ひ   
     消化器内科　循
     環器内科　糖尿
     病内科　老年精
     神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362236,0095,0 うえだハートクリニッ〒671-1611 0791-76-7006植田　孝 植田　孝 平18. 5. 1内   循   小  診療所
     ク たつの市揖保川町新在家１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362336,0096,8 兵庫県立リハビリテー〒679-5165 0791-58-1050社会福祉法人兵庫県社加藤　順一 平18. 7. 1一般 病院
     (36,0045,1) ション西播磨病院 たつの市新宮町光都１丁目７番１常　勤:   11会福祉事業団　兵庫県 新規     一般   100現存
     号 (医      11)知事　井戸　敏三 平24. 7. 1内   循   神内
     非常勤:   14 整外 精   リウ
     (医      13) ひ   眼   リハ
     (歯       1) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362436,0098,4 横田医院 〒679-4313 0791-75-0033医療法人社団　横田医横田　学 平19. 5. 1内   循   小  診療所
     たつの市新宮町新宮５８９番地 常　勤:    1院　理事長　横田　学 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362536,0099,2 宇野内科 〒679-4134 0791-62-1991宇野　千里 宇野　千里 平19.12. 1内   小   診療所
     たつの市誉田町広山４９１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362636,0101,6 田渕内科医院 〒679-4129 0791-63-2131医療法人社団田渕内科田渕　慶彦 平19.12.22内   小   呼内診療所
     たつの市龍野町堂本４８番地５ 常　勤:    2医院　理事長　田渕　 移動 消化器内科 現存
     (医       2)慶彦 平25.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362736,0102,4 水野内科医院 〒679-4161 0791-64-2605水野　史郎 水野　史郎 平20.10. 1内   診療所
     たつの市龍野町日山２２０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362836,0103,2 宝青院眼科医院 〒679-4129 0791-62-2113医療法人社団珠宝会　小田　豪 平21.11.24眼   診療所
     たつの市龍野町堂本５５番地３ 常　勤:    1理事長　小田　豪 移動 現存
     (医       1) 平27.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 362936,0105,7 きのしたペインクリニ〒671-1321 079-227-3687医療法人社団きのした木下　修 平24. 3. 1整外 麻   他  診療所
     ック たつの市御津町苅屋５６－９ 常　勤:    1ペインクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　木下　修 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363036,0106,5 祗園診療所 〒679-4171 0791-61-9003社会福祉法人桑の実園武田　則昭 平24. 9. 1内   整外 心内診療所
     たつの市龍野町北龍野字新町３８常　勤:    1福祉会　理事長　德永 新規 現存
     ３番地１ (医       1)　憲威 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363136,0108,1 冨井医院 〒679-4106 0791-65-2222冨井　一枝 冨井　一枝 平25. 2.16婦   内   診療所
     たつの市神岡町横内２０８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 2.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363236,0109,9 吉田小児科医院 〒679-4167 0791-63-6000吉田　元嗣 吉田　元嗣 平29. 2. 1小   診療所
     たつの市龍野町富永７７０－３０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363337,0030,5 医療法人社団一葉会　〒679-5301 0790-82-2321医療法人社団一葉会佐市川　博康 昭43. 2. 1一般        90病院
     (37,0014,5) 佐用共立病院 佐用郡佐用町佐用１１１１ 常　勤:    8用共立病院　理事長　 内   心内 小  現存
     (医       7)森　光樹 平28. 2. 1外   整外 脳外
     (歯       1) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   56 眼   耳い リハ
     (医      50) 歯   矯歯 
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363437,0033,9 医療法人聖医会　佐用〒679-5301 0790-82-2154医療法人　聖医会　佐林　充 昭53. 6. 1一般       104病院
     中央病院 佐用郡佐用町佐用３５２９－３ 常　勤:    5用中央病院　理事長　 療養        53現存
     (医       5)林　充 平29. 6. 1内   消   循  
     非常勤:   23 外   整外 脳外
     (医      23) 皮   ひ   眼  
     リハ 麻   リウ
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363537,0036,2 織田医院 〒679-5133 0790-79-2206織田　一弘 織田　一弘 昭63.12. 1内   小   診療所
     佐用郡佐用町三日月２８０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363637,0037,0 岡本医院 〒679-5652 0790-88-0605医療法人社団　岡本医岡本　泰子 平 4. 1. 1内   小   リハ診療所
     佐用郡佐用町家内４２ 常　勤:    2院　理事長　岡本　泰 現存
     (医       2)子 平28. 1. 1
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 363737,0039,6 花房内科クリニック 〒679-5305 0790-82-2801花房　英二 花房　英二 平 6.12. 1内   診療所
     佐用郡佐用町長尾７６８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363837,0040,4 医療法人社団一葉会共〒679-5301 0790-82-2323医療法人社団一葉会　中島　晃 平13.11. 1療養 病院
     立記念病院 佐用郡佐用町佐用１１３２－２５常　勤:    1理事長　森　光樹 新規     療養    50現存
     (医       1) 平25.11. 1内   リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363937,0041,2 尾崎内科医院 〒679-5225 0790-77-0447尾崎　千尋 尾崎　千尋 平17. 1. 1内   診療所
     佐用郡佐用町上三河１４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364037,0042,0 長田クリニック 〒679-5641 0790-88-1111長田　啓嗣 長田　啓嗣 平17. 2. 1内   消   外  診療所
     佐用郡佐用町久崎４８ 常　勤:    1 新規 リハ 皮   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364137,0043,8 さかいクリニック 〒679-5212 0790-78-8833医療法人社団みどりの山下　昭彦 平17.10. 1他   診療所
     佐用郡佐用町林崎６４４－１ 常　勤:    1会酒井病院　理事長　 新規 現存
     (医       1)酒井　實 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364237,0045,3 尾﨑病院 〒679-5225 0790-77-0221尾﨑　公彦 尾﨑　公彦 平22. 6. 1療養        76病院
     (37,0027,7) 佐用郡佐用町上三河１４１－４ 常　勤:    3 交代 内   外   歯  現存
     (医       2) 平28. 6. 1歯外 小歯 
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364337,0046,1 岡尾医院 〒679-5203 0790-78-0034宮本　美智子 宮本　美智子 平25. 1. 1内   小   皮  診療所
     佐用郡佐用町米田４１０－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364438,0042,8 中川医院 〒671-2572 中川　春郎 中川　春郎 昭39. 5. 1内   小   診療所
     宍粟市山崎町庄能字瀬之元２７６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364538,0051,9 太田医院 〒671-4113 太田　淳久 太田　淳久 昭44. 7. 1内   小   リハ診療所
     宍粟市一宮町三方町３２７番地 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 364638,0061,8 八家診療所 〒671-4131 0790-72-0008八家　伸方 八家　伸方 昭55. 1.19一般    診療所
     宍粟市一宮町安積１１００ 常　勤:    1 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364738,0063,4 はりま自立の家診療所〒671-4134 0790-72-2135社会福祉法人　ひょう中井　祥博 昭57. 1. 1内   精   神  診療所
     宍粟市一宮町伊和字平畑８７２－常　勤:    1ご障害福祉事業協会　 外   整外 皮  現存
     ４８ (医       1)理事長　片岡　實 平30. 1. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364838,0068,3 山中医院 〒671-2577 0790-62-0036医療法人社団　山中医山中　潤一 平元. 2. 1内   外   小  診療所
     宍粟市山崎町山崎６ 常　勤:    1院　理事長　山中　潤 消化器内科　消現存
     (医       1)一 平28. 2. 1化器外科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364938,0069,1 山岸診療所 〒671-4221 0790-75-2011医療法人社団　翠輝会山岸　洋之 平元.11. 1一般    診療所
     宍粟市波賀町上野２１５番地－１常　勤:    1　理事長　山岸　洋之 内   外   整外現存
     (医       1) 平28.11. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365038,0074,1 坂東医院 〒671-2576 0790-62-0539坂東　和夫 坂東　和夫 平 4. 2. 1内   胃   小  診療所
     宍粟市山崎町鹿沢９６－１ 常　勤:    1 外   皮   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365138,0078,2 ハリマ農業協同組合　〒671-4132 0790-72-2388ハリマ農業協同組合　山田　博史 平 5. 7. 1内   眼   リハ診療所
     みどり診療所 宍粟市一宮町東市場２６０ 常　勤:    1代表理事組合長　上野 放   現存
     (医       1)　智也 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365238,0080,8 上田医院 〒671-2515 0790-63-0011医療法人社団上田医院上田　正伸 平 6.11. 1ひ   内   皮  診療所
     宍粟市山崎町五十波３９８番地－常　勤:    1　理事長　上田　正伸 リハ 現存
     ４ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365338,0084,0 横川眼科 〒671-2575 0790-63-1800医療法人社団　横川眼横川　浩己 平 9. 3. 1眼   診療所
     宍粟市山崎町山田字ウルシ畑ヶ５常　勤:    1科　理事長　横川　浩 現存
     ６番１ (医       1)己 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365438,0087,3 いなもち医院 〒671-2542 0790-62-8808医療法人社団　いなも稲用　博史 平10. 5. 1内   整外 リハ診療所
     宍粟市山崎町船元７９－１ 常　勤:    1ち医院　理事長　稲用 組織変更 現存
     (医       1)　博史 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 365538,0091,5 はるな整形外科内科 〒671-2573 0790-63-1114医療法人社団はるな整春名　宏樹 平11.12. 1内   整外 リハ診療所
     宍粟市山崎町今宿字鴻野２２３－常　勤:    2形外科内科　理事長　 組織変更 リウ 現存
     １６ (医       2)春名　宏樹 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365638,0092,3 垣尾内科クリニック 〒671-2514 0790-63-2020医療法人社団淳紀会　垣尾　武志 平12.12. 1内   消   呼  診療所
     宍粟市山崎町田井５６２－１ 常　勤:    1理事長　垣尾　武志 組織変更 循   小   放  現存
     (医       1) 平24.12. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365738,0096,4 川瀬クリニック 〒671-2573 0790-64-3223医療法人社団芳栄会　川瀬　芳人 平16. 1. 1内   消   放  診療所
     宍粟市山崎町今宿１４４番地１ 常　勤:    1理事長　川瀬　芳人 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365838,0097,2 かなたに医院 〒671-2517 0790-64-0535金谷　政則 金谷　政則 平17. 1. 1内   小   皮  診療所
     宍粟市山崎町生谷西垣内２０１－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365938,0101,2 宍粟市国民健康保険千〒671-3221 0790-76-2017宍粟市長　福元　晶三八巻　俊彦 平17. 4. 1内   外   小  診療所
     種診療所 宍粟市千種町西山８８番地１ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366038,0102,0 公立　宍粟総合病院 〒671-2576 0790-62-2410宍粟市長　福元　晶三佐竹　信祐 平17. 4. 1一般 病院
     宍粟市山崎町鹿沢９３番地 常　勤:   26 交代     一般   199現存
     (医      26) 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   52 眼   放   リハ
     (医      52) 小   産婦 耳い
     ひ   皮   精  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366138,0103,8 ほしの皮ふ科クリニッ〒671-2544 0790-63-3133星野　力 星野　力 平18. 8. 1皮   アレ 診療所
     ク 宍粟市山崎町千本屋１９５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366238,0104,6 藤田整形外科クリニッ〒671-2544 0790-64-1515藤田　正和 藤田　正和 平18. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 宍粟市山崎町千本屋１９５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366338,0107,9 国民健康保険波賀診療〒671-4241 0790-75-2368宍粟市長　福元　晶三鈴木　高 平22. 3. 1内   外   診療所
     所 宍粟市波賀町安賀５４１番地１ 常　勤:    3 移動 現存
     (医       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 366438,0108,7 宍粟市夜間応急診療所〒671-2573 0790-62-9900宍粟市長　福元　晶三山岸　洋之 平23. 4. 4内   小   診療所
     宍粟市山崎町今宿５番地１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 4
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366538,0109,5 やました眼科 〒671-2544 0790-64-1008医療法人社団やました山下　幸輝 平23. 5. 1眼   診療所
     宍粟市山崎町千本屋１９５番地 常　勤:    1眼科　理事長　山下　 組織変更 現存
     (医       1)幸輝 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366638,0111,1 井上クリニック 〒671-2554 0790-64-2000井上　雅博 井上　雅博 平24.11. 1内   外   循  診療所
     宍粟市山崎町御名３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366738,0112,9 医療法人社団兵庫青山〒671-2555 0790-64-4111医療法人社団兵庫青山森田　章夫 平25. 6. 1内   外   リハ診療所
     会　やまさき青山クリ宍粟市山崎町金谷９６－１ 常　勤:    1会　理事長　篠原　慶 その他 現存
     ニック (医       1)希 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366838,0113,7 藤多内科・皮ふ科 〒671-2564 0790-62-0622藤多　和彦 藤多　和彦 平27.11. 1内   小   放  診療所
     宍粟市山崎町青木３３６－１ 常　勤:    2 移動 皮   アレ 現存
     (医       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366938,0114,5 医療法人社団　ウスキ〒671-2575 0790-62-0098医療法人社団　ウスキ薄木　淨道 平27.11. 1一般        11診療所
     医院 宍粟市山崎町山田１８５番地２ 常　勤:    1医院　理事長　薄木　 組織変更 療養         6現存
     (医       1)淨道 平27.11. 1内   放   リハ
     非常勤:    1 皮   婦   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367038,0115,2 広田医院 〒671-4132 0790-72-0123医療法人社団　広田医広田　勝之 平28.12. 1内   外   診療所
     宍粟市一宮町東市場６７８番地 常　勤:    1院　理事長　広田　勝 新規 現存
     (医       1)之 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367139,0007,9 松田医院 〒678-1231 松田　一雄 松田　一雄 昭35.11. 1耳い 診療所
     赤穂郡上郡町上郡１０５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367239,0031,9 三浦医院 〒678-1234 07915-2-0045三浦　洋 三浦　洋 平 3.11. 1内   小   放  診療所
     赤穂郡上郡町駅前２３１番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
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 367339,0034,3 半田産婦人科医院 〒678-1233 07915-2-1000半田　充 半田　充 平 8. 7. 1一般    診療所
     赤穂郡上郡町大持３５０ 常　勤:    1 小   産婦 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367439,0035,0 和順堂苔縄医院 〒678-1277 07915-2-5611医療法人清蓮会　理事木下　隆昭 平 8. 9. 1内   呼   消  診療所
     赤穂郡上郡町苔縄１０４２－２ 常　勤:    1長　木下　俊昭 循   小   整外現存
     (医       1) 平29. 9. 1皮   リハ 外  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367539,0036,8 岡田整形外科 〒678-1200 07915-2-5600医療法人社団　清音会岡田　雄二 平 8. 9. 1一般        19診療所
     赤穂郡上郡町与井字中垣内３９ー常　勤:    2　理事長　岡田　雄二 皮   整外 形外現存
     １ (医       2) 平29. 9. 1脳外 眼   リハ
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367639,0037,6 大岩診療所 〒678-1231 0791-52-5000医療法人社団大誠会大大岩　香苗 平 9. 5. 1外   内   整外診療所
     赤穂郡上郡町上郡１６４５番地の常　勤:    3岩診療所　理事長　大 耳い アレ 皮  現存
     ５ (医       3)岩　敏彦 平30. 5. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367739,0040,0 黒田内科クリニック 〒678-1234 0791-52-0235医療法人社団黒田診療黒田　信稔 平13. 3. 1内   消   診療所
     赤穂郡上郡町駅前９５番地 常　勤:    1所　理事長　黒田　信 移動 現存
     (医       1)稔 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367839,0045,9 高嶺診療所 〒678-1233 0791-52-6369医療法人社団　豊寿会川野　功雄 平25.10. 1内   整外 リウ診療所
     赤穂郡上郡町大持２０２番地２ 常　勤:    1　理事長　菅原　暁 その他 リハ 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367939,0046,7 医療法人社団　若草会〒678-1232 0791-57-2167医療法人社団　若草会河原　浩二郎 平29. 5. 1小   内   診療所
     　河原クリニック 赤穂郡上郡町竹万２１６７番地 常　勤:    1　河原クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　河原　浩二郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368040,0008,5 山陽特殊製鋼株式会社〒672-8035 079-235-6012山陽特殊製鋼株式会社瓦家　正志 昭35. 7. 1内   外   診療所
     診療所 姫路市飾磨区中島３００７ 常　勤:    1　代表取締役社長　 現存
     (医       1)口　眞哉 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 368140,0170,3 野中外科診療所 〒670-0017 野中　仁作 野中　仁作 昭35.12. 1外   診療所
     姫路市福中町１１番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368240,0186,9 宗教法人　本覚寺診療〒671-0252 079-253-2978宗教法人　本覚寺診療北野　貴韻 昭35.11. 1一般    診療所
     所 姫路市花田町加納原田１５９ 常　勤:    1所　代表役員　北野　 内   循   現存
     (医       1)貴韻 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368340,0201,6 姫路市立　四郷診療所〒671-0246 079-252-0231姫路市長　石見　利勝須山　諭 昭36.11. 1内   小   診療所
     姫路市四郷町坂元２５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368440,0236,2 医療法人佑健会木村病〒670-0875 0792-96-1115医療法人　佑健会　木木村　泰之 昭35. 6. 1一般        44病院
     院 姫路市南八代町５－３ 常　勤:    4村病院　理事長　木村 こう 消   現存
     (医       4)　泰之 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368540,0277,6 姫路聖マリア病院 〒670-0801 079-265-5111社会医療法人財団聖フ塩田　雄太郎 昭37. 8. 1一般       440病院
     (40,0476,0) 姫路市仁豊野６５０ 常　勤:   70ランシスコ会　理事長 内   呼内 神内現存
     (医      69)　古川　正子 平28. 8. 1外   小外 整外
     (歯       1) 小   皮   ひ  
     非常勤:   62 産婦 眼   耳い
     (医      60) リハ 放   麻  
     (歯       2) 歯   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368640,0338,6 姫路合同貨物自動車株〒670-0843 079-222-2891姫路合同貨物自動車株舩越　貴博 昭41. 7. 1内   診療所
     式会社診療所 姫路市城東町清水６ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 現存
     (医       1)北野　穣 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368740,0366,7 辰巳内科医院 〒670-0974 辰巳　茂 辰巳　茂 昭43. 2. 1内   消   循  診療所
     姫路市飯田３丁目９７ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368840,0388,1 宗実医院 〒670-0966 0792-24-1178宗実　琴子 宗実　琴子 昭43.11. 1内   外   小  診療所
     姫路市延未１丁目１０７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 368940,0401,2 医療法人公仁会姫路中〒672-8048 0792-35-7331医療法人公仁会　理事金丸　太一 昭45. 4. 1一般       235病院
     央病院 姫路市飾磨区三宅２丁目３６番地常　勤:   20長　東　靖人 内   神内 外  現存
     (医      20) 平30. 4. 1脳外 整外 麻  
     非常勤:   18 放   リハ 病理
     (医      18) 消内　循内　消
     外　肛外　乳外
     　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369040,0415,2 井上医院 〒670-0084 井上　茂 井上　茂 昭45. 8. 1内   胃   循  診療所
     姫路市東辻井１丁目１２－２８ 常　勤:    1 小   放   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369140,0426,9 医療法人松浦会　姫路〒671-0234 0792-52-0581医療法人松浦会　理事吉田　正人 昭46. 4. 1一般        50病院
     第一病院 姫路市御国野町国分寺１４３ 常　勤:    4長　松浦　絵理 療養        50現存
     (医       4) 平28. 4. 1内   外   脳外
     非常勤:   19 整外 消   呼  
     (医      19) 循   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369240,0427,7 医療法人全人会仁恵病〒670-0811 0792-81-6980医療法人全人会仁恵病神立　 次 昭46. 4. 1精神       211病院
     院 姫路市野里２７５ 常　勤:    4院　理事長　中島　宣 内   精   神  現存
     (医       4)行 平28. 4. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369340,0445,9 岡本愛育医院 〒672-8053 岡本　元 岡本　元 昭47. 6. 1一般         9診療所
     姫路市飾磨区栄町５８－１ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369440,0451,7 金澤内科医院 〒671-1112 079-239-6219金沢　浩吉 金沢　浩吉 昭47.12. 1内   消胃 診療所
     姫路市広畑区北野町２丁目１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369540,0466,5 医療法人松浦会松浦病〒670-0845 079-282-7171医療法人松浦会　理事中山　孝 昭48. 9. 1療養        54病院
     院 姫路市城東町京口台１番地 常　勤:    2長　松浦　絵理 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369640,0468,1 中山外科 〒670-0085 0792-92-5526中山　雅之 中山　雅之 昭48.11. 1一般    診療所
     姫路市山吹２丁目１２番１５号 常　勤:    2 外   現存
     (医       2) 平24.11. 1
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 369740,0477,2 森内科医院 〒670-0029 森　爲博 森　爲博 昭50. 7. 1内   診療所
     姫路市嵐山町４－１ 常　勤:    2 ②糖尿病・内分現存
     (医       2) 平29. 7. 1泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369840,0483,0 井村医院 〒670-0904 井村　敏彦 井村　敏彦 昭51. 1. 1皮   診療所
     姫路市塩町２０３番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369940,0487,1 金澤小児科医院 〒670-0871 金澤　秀正 金澤　秀正 昭51. 3. 1小   診療所
     姫路市伊伝居馬場先２９－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370040,0492,1 医療法人仁寿会石川病〒671-0221 079-252-5235医療法人仁寿会石川病石川　誠 昭51. 5. 1一般        60病院
     院 姫路市別所町別所２丁目１５０ 常　勤:   17院　理事長　石川　誠 療養       117現存
     (医      17) 平30. 5. 1こう 外   整外
     非常勤:   20 脳外 リハ リウ
     (医      20) 放   内   呼  
     心外 他   耳い
     ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370140,0498,8 医療法人恵風会高岡病〒670-0061 079-293-3315医療法人　恵風会　理長尾　卓夫 昭52. 5. 1精神       485病院
     (40,0628,6) 院 姫路市西今宿５丁目３－８ 常　勤:   23事長　長尾　卓夫 療養        50現存
     (医      22) 平28. 5. 1精   神内 心内
     (歯       1) 内   歯   
     非常勤:   13
     (医      12)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370240,0503,5 澤田整形外科医院 〒670-0073 079-294-2377澤田　雅弘 澤田　雅弘 昭53. 5. 1整外 リハ 診療所
     姫路市御立中４丁目１０番３２号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370340,0506,8 医療法人五葉会城南多〒670-0012 0792-25-2211医療法人　五葉会　城中村　正基 昭53. 5. 1一般        51病院
     胡病院 姫路市本町１６５番地 常　勤:    3南多胡病院　理事長　 内   消   外  現存
     (医       3)古城　資久 平29. 5. 1整外 眼   リハ
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 370440,0522,5 医療法人ひまわり会八〒670-0061 0792-98-1731医療法人ひまわり会八田﨑　大喜 昭54. 5. 1一般        63病院
     家病院 姫路市西今宿２丁目９番５０号 常　勤:    5家病院　理事長　田﨑 療養        48現存
     (医       5)　大喜 平30. 5. 1整外 外   内  
     非常勤:   10 リウ リハ 麻  
     (医      10) 胃腸内科　神経
     内科　ペインク
     リニック外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370540,0523,3 医療法人山伍会播磨大〒671-0101 0792-54-0321医療法人山伍会　理事山本　英雄 昭54. 5. 1精神       278病院
     塩病院 姫路市大塩町１０９６ 常　勤:    7長　山本　英雄 精   神   現存
     (医       7) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370640,0524,1 城陽江尻病院 〒670-0947 0792-25-1231特定医療法人光寿会　坂本　一夫 昭54. 6. 1一般       102病院
     姫路市北条１丁目２７９ 常　勤:   10理事長　江尻　一成 療養        55現存
     (医      10) 平30. 6. 1内   外   呼内
     非常勤:   41 呼外 放   整外
     (医      41) 眼   リハ 形外
     ひ   
     循脂内　消内外
     　糖代内　内泌
     内　腎内　内視
     内　人内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370740,0533,2 八木外科 〒671-1228 八木　正宏 八木　正宏 昭55. 2. 1外   診療所
     姫路市網干区坂出２５７－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370840,0534,0 西脇泌尿器科医院 〒671-1234 0792-74-3858西脇　健 西脇　健 昭55. 4. 1皮   ひ   診療所
     姫路市網干区新在家５４１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370940,0535,7 寺田内科、呼吸器科 〒670-0849 寺田　忠之 寺田　忠之 昭55. 4. 1内   呼   診療所
     姫路市城東町五軒屋３－６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371040,0540,7 宗實外科 〒670-0966 0792-24-5130宗實　孝昭 宗實　孝昭 昭55. 6. 1外   リハ 麻  診療所
     姫路市延未１丁目１０７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 371140,0553,0 兵庫県立姫路循環器病〒670-0981 079-293-3131兵庫県知事　井戸　敏向原　伸彦 昭56. 7. 1一般       350病院
     センター 姫路市西庄甲５２０ 常　勤:   66三 内   神内 外  現存
     (医      66) 平29. 7. 1心外 脳外 形外
     非常勤:   21 精   眼   リハ
     (医      21) 放   麻   
     循環器内科　糖
     尿・内分泌内科
     　病理診断科　
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371240,0554,8 和辻医院 〒670-0801 和辻　瑞彦 和辻　瑞彦 昭56. 7. 1内   循   小  診療所
     姫路市仁豊野３５７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371340,0555,5 医療法人財団清良会書〒671-2203 0792-66-2525医療法人財団清良会　黒田　祥二 昭56. 7. 1療養        92病院
     写病院 姫路市書写台２丁目２８ 常　勤:    3理事長　前田　由美 内   皮   リハ現存
     (医       3) 平29. 7. 1②糖・代内③消
     非常勤:   10 内　④循内
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371440,0556,3 医療法人松藤会入江病〒672-8092 0792-39-3121医療法人松藤会　入江入江　善一 昭56. 7. 1一般        94病院
     院 姫路市飾磨区英賀春日町２丁目２常　勤:   14病院　理事長　入江　 療養       105現存
     ５ (医      14)隆三郎 平29. 7. 1内   消   循  
     非常勤:   11 他   外   整外
     (医      11) 脳外 リハ ひ  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371540,0570,4 知原眼科 〒671-1234 0792-72-0120知原　秀弥 知原　秀弥 昭57. 6. 1眼   診療所
     姫路市網干区新在家５９３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371640,0576,1 森小児科医院 〒670-0806 森　東雄 森　東雄 昭58. 1. 1小   診療所
     姫路市増位新町１丁目８－３メゾ常　勤:    1 現存
     ン花北　花北クリニック２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371740,0577,9 深津内科医院 〒672-8093 深津　栄一 深津　栄一 昭58. 1. 1内   小   診療所
     姫路市飾磨区矢倉町１丁目６５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371840,0578,7 片嶋外科 〒670-0877 片嶋　淳 片嶋　淳 昭58. 3. 1消   循   外  診療所
     姫路市北八代１丁目２－３ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 371940,0579,5 姫路医療生活協同組合〒670-0822 079-285-3377姫路医療生活協同組合西村　哲範 昭58. 2. 1一般        56病院
     共立病院 姫路市市川台３－１２ 常　勤:    6　代表理事　荻野　俊 内   呼内 神内現存
     (医       6)夫 平28. 2. 1リハ 放   整外
     非常勤:   13 ③循環器内科④
     (医      13) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372040,0583,7 空地医院 〒670-0911 空地　民樹 空地　民樹 昭58. 7. 1内   診療所
     姫路市十二所前町７２番地 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372140,0592,8 浜島医院 〒671-2245 0792-67-2585濱島　博哉 濱島　博哉 昭59. 4. 1内   循   診療所
     姫路市白鳥台１丁目３０番８号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372240,0601,7 野中耳鼻咽喉科 〒670-0073 野中　信二 野中　信二 昭60. 5. 1耳い 診療所
     姫路市御立中５丁目６－２４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372340,0603,3 土井眼科 〒670-0831 土井　治道 土井　治道 昭60. 8. 1眼   診療所
     姫路市城見町１４７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372440,0611,6 三輪小児科 〒671-2221 三輪　知己 三輪　知己 昭60.12. 1小   診療所
     姫路市青山北３丁目１８－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372540,0615,7 松永小児科診療所 〒670-0903 松永　剛典 松永　剛典 昭61. 4. 1小   診療所
     姫路市立町３６番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372640,0619,9 井上産婦人科医院 〒670-0074 0792-93-1339井上　久 井上　久 昭61. 5. 1一般    診療所
     姫路市御立西１丁目１６番１１号常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372740,0625,6 中塚泌尿器科医院 〒670-0804 中塚　栄治 中塚　栄治 昭61. 9. 1皮ひ 診療所
     姫路市保城字高町１６８－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372840,0632,2 若林医院 〒670-0072 0792-97-7737若林　利光 若林　利光 昭62. 4. 1神内 外   脳外診療所
     姫路市御立東１丁目２５－７ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   408 頁

 372940,0638,9 小池整形外科医院 〒670-0029 0792-97-2118医療法人社団小池整形小池　浩太郎 昭62.12. 1整外 リハ 放  診療所
     姫路市嵐山町１４－７ 常　勤:    1外科医院　理事長　小 リウ 現存
     (医       1)池　浩太郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373040,0639,7 武木田産婦人科医院 〒671-1227 079-273-1103医療法人社団博仁会　武木田　博祐 昭62.12. 1産婦 診療所
     姫路市網干区和久４６２番地５ 常　勤:    1理事長　武木田　博祐 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373140,0641,3 山田脳神経外科医院 〒670-0084 079-293-7216医療法人社団山田脳神多田　英二 昭62.12. 1一般        19診療所
     姫路市東辻井４丁目１０－１６ 常　勤:    1経外科医院　理事長　 脳外 リハ 現存
     (医       1)多田　英二 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373240,0643,9 加藤整形外科 〒670-0054 0792-98-0155医療法人社団　加藤整加藤　彰浩 昭63. 1. 1一般        13診療所
     姫路市南今宿６番３号 常　勤:    2形外科　理事長　加藤 療養         6現存
     (医       2)　彰浩 平30. 1. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373340,0644,7 浦上胃腸科外科医院 〒671-2244 0792-67-1536浦上　育典 浦上　育典 昭63. 3. 1胃   外   こう診療所
     姫路市実法寺８４－１ 常　勤:    1 リハ 放   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373440,0646,2 泉内科医院 〒672-8031 0792-45-1104泉　昭 泉　昭 昭63. 4. 1内   診療所
     姫路市飾磨区妻鹿９２０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373540,0648,8 冨田医院 〒670-0061 0792-93-2982冨田　雅之 冨田　雅之 昭63. 6. 1内   消   小  診療所
     姫路市西今宿３丁目１９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373640,0650,4 菊川荒木内科心療内科〒670-0804 079-289-0110医療法人社団菊川栄信荒木　峰生 昭63. 9. 1心内 精   内  診療所
     姫路市保城２９６の１ 常　勤:    3会　理事長　荒木　峰 神内 現存
     (医       3)生 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373740,0651,2 書写西村内科 〒671-2201 0792-94-8484西村　豊 西村　豊 昭63.12. 1内   心内 循  診療所
     姫路市書写１０１９－６２０ 常　勤:    2 消   リハ 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373840,0655,3 吉田整形外科 〒670-0841 0792-23-5011吉田　悌三郎 吉田　悌三郎 平元. 2. 1整外 リハ 診療所
     姫路市城東町字五反田７９－３ク常　勤:    1 現存
     リオスビル１階 (医       1) 平28. 2. 1
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 373940,0658,7 長谷川耳鼻咽喉科 〒671-1153 0792-36-0303長谷川　英夫 長谷川　英夫 平元. 2. 1耳い 診療所
     姫路市広畑区高浜町１１９クリー常　勤:    1 現存
     ンピア広畑１階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374040,0662,9 やなぎた皮膚科医院 〒671-2222 0792-66-6608柳田　一朗 柳田　一朗 平元. 4. 1皮   診療所
     姫路市青山５丁目９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374140,0663,7 金澤医院 〒672-8071 0792-34-8825金澤　成子 金澤　成子 平元. 5. 1内   診療所
     姫路市飾磨区構４丁目１２３１－常　勤:    1 現存
     ２７ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374240,0664,5 桜井内科 〒672-8088 0792-36-0009櫻井　健司 櫻井　健司 平元. 4. 1内   診療所
     姫路市飾磨区英賀西町２丁目１１常　勤:    1 消化器内科 現存
     ９ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374340,0665,2 土居医院 〒670-0092 0792-98-5833土居　忠史 土居　忠史 平元. 5. 1胃   整外 リハ診療所
     姫路市新在家本町５丁目１－３４常　勤:    2 放   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374440,0666,0 山田こどもクリニック〒670-0841 0792-85-4688山田　一仁 山田　一仁 平元. 5. 1小   診療所
     姫路市城東町五反田７９－３クリ常　勤:    1 現存
     オスビル (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374540,0668,6 安積外科胃腸科医院 〒670-0802 079-264-1155医療法人社団　安積外安積　宏明 平元. 5. 1外   胃   こう診療所
     姫路市砥堀４５－１ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 現存
     (医       1)　安積　宏明 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374640,0670,2 中村耳鼻咽喉科医院 〒670-0917 079-224-2666医療法人社団　中村耳中村　賢 平元. 5. 1耳い 診療所
     姫路市忍町８５　油井ビル１階 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　中村　賢 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374740,0671,0 中木村外科胃腸科 〒671-1153 079-236-1705医療法人社団　中木村中木村　昭二 平元. 5. 1胃   外   整外診療所
     姫路市広畑区高浜町４丁目１－１常　勤:    1外科胃腸科　理事長　 リウ 休止
     ２ (医       1)中木村　昭二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374840,0673,6 三輪整形外科 〒670-0935 079-222-1881医療法人社団　三輪整三輪　雅彦 平元. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     姫路市北条口３丁目７７ 常　勤:    3形外科　理事長　三輪 現存
     (医       3)　泰彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 374940,0674,4 梅田耳鼻咽喉科医院 〒670-0001 0792-81-3381医療法人社団　梅田耳西川　奈見 平元. 6. 1耳い 診療所
     姫路市河間町９９ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　西 現存
     (医       1)川　奈見 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375040,0677,7 三木眼科 〒672-8051 0792-34-5888医療法人社団　明眸会平石　賢二郎 平元. 7. 1一般    診療所
     姫路市飾磨区清水７２ 常　勤:    1　理事長　平石　賢二 眼   現存
     (医       1)郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375140,0679,3 山本内科胃腸科 〒670-0964 0792-23-8763山本　一郎 山本　一郎 平元. 9. 1内   胃   診療所
     姫路市豊沢町１４０　新姫路ビル常　勤:    1 現存
     ２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375240,0680,1 阿佐美内科医院 〒670-0831 079-222-1512医療法人社団　阿佐美阿佐美　實 平元. 8. 1内   診療所
     姫路市城見町７２ 常　勤:    1内科医院　理事長　阿 ②糖内　内分内現存
     (医       1)佐美　實 平28. 8. 1　代内　消内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375340,0681,9 尾関耳鼻咽喉科医院 〒670-0925 079-289-0426医療法人社団　尾関耳尾関　安英 平元. 8. 1耳い 診療所
     姫路市亀井町１００番地 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　尾関　安英 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375440,0682,7 医療法人社団陽明会　〒672-8083 079-237-3000医療法人社団　陽明会木村　陽行 平元. 8. 1内   循   小  診療所
     木村内科 姫路市飾磨区城南町１丁目６７－常　勤:    2　理事長　木村　陽行 呼   現存
     １ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375540,0683,5 塩住医院 〒672-8023 079-245-0065医療法人社団　塩住医塩住　浩之 平元. 8. 1内   循   診療所
     姫路市白浜町丙５６４－１３ 常　勤:    1院　理事長　塩住　浩 現存
     (医       1)之 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375640,0684,3 耳鼻咽喉科兵医院 〒670-0012 079-222-5928医療法人社団　丘医院兵　行典 平元. 8. 1耳い 診療所
     姫路市本町６８ 常　勤:    2　耳鼻咽喉科丘医院　 現存
     (医       2)理事長　兵　貴久子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375740,0687,6 瀧谷内科医院 〒671-2243 079-266-2353医療法人社団　樹徳会瀧谷　泰博 平元. 8. 1内   消   小  診療所
     姫路市菅生台１番地 常　勤:    1　瀧谷内科医院　理事 現存
     (医       1)長　瀧谷　泰博 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 375840,0688,4 長久天満診療所 〒671-1131 079-236-1526医療法人社団　久仁会長久　謹三 平元. 8. 1皮   ひ   内  診療所
     姫路市大津区天神町１丁目５５－常　勤:    2　長久天満診療所　理 現存
     ２ (医       2)事長　長久　謹三 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375940,0689,2 寺西医院 〒672-8051 079-234-9121医療法人社団　寺西医寺西　伸也 平元. 8. 1内   診療所
     姫路市飾磨区清水１０８ 常　勤:    2院　理事長　寺西　伸 ②糖尿病内科　現存
     (医       2)也 平28. 8. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376040,0691,8 中川耳鼻咽喉科 〒671-1254 079-274-3387医療法人社団　中川耳中川　巖 平元. 8. 1耳い 診療所
     姫路市網干区余子浜字網干川５８常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　中 現存
     ２ (医       2)川　巖 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376140,0693,4 古林眼科医院 〒672-8053 079-235-0471医療法人社団　古林眼古林　晴臣 平元. 8. 1眼   診療所
     姫路市飾磨区栄町６ 常　勤:    1科医院　理事長　古林 現存
     (医       1)　晴臣 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376240,0694,2 美野内科医院 〒671-1203 079-274-0600医療法人社団美野内科美野　正樹 平元. 8. 1内   胃   循  診療所
     姫路市勝原区丁９８－７ 常　勤:    1医院　理事長　美野　 小   現存
     (医       1)正樹 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376340,0696,7 吉田眼科医院 〒670-0083 0792-97-9362医療法人社団　繁龍ク吉田　繁一 平元. 7.20眼   診療所
     姫路市辻井６丁目１０－２ 常　勤:    1リニック　吉田眼科医 現存
     (医       1)院　理事長　吉田　繁 平28. 7.20
     非常勤:    1一
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376440,0699,1 網干中央内科 〒671-1234 0792-72-5511医療法人社団　網干中高木　明一郎 平元.11. 1内   胃   循  診療所
     姫路市網干区新在家２１２０ 常　勤:    1央内科　理事長　高木 現存
     (医       1)　明一郎 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376540,0701,5 五百井小児科 〒670-0884 079-281-2588医療法人社団　五成会五百井　寛明 平元.11. 1小   アレ 診療所
     姫路市城北本町５－２５ 常　勤:    2　五百井小児科　理事 現存
     (医       2)長　五百井　重幸 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376640,0702,3 前野整形外科 〒670-0808 0792-89-3388医療法人社団　前野整前野　耕一郎 平元.11. 1整外 リハ リウ診療所
     姫路市白国４－５－２２ 常　勤:    2形外科　理事長　前野 現存
     (医       2)　耕作 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 376740,0703,1 水野内科医院 〒670-0011 079-224-2510医療法人社団　水野内水野　修 平元.11. 1内   診療所
     姫路市坊主町５５番地 常　勤:    1科医院　理事長　水野 消化器内科 現存
     (医       1)　修 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376840,0704,9 中田耳鼻咽喉科 〒670-0808 079-280-3341医療法人社団　中田耳中田　道広 平元.11. 1耳い 診療所
     姫路市白国２－２－２０ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　中 現存
     (医       1)田　道広 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376940,0706,4 松本耳鼻咽喉科 〒672-8043 0792-35-4133松本　憲明 松本　憲明 平 2. 1. 1耳い 診療所
     姫路市飾磨区上野田１－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377040,0709,8 久保内科 〒671-1242 0792-74-1966久保　精一郎 久保　精一郎 平 2. 2. 1内   診療所
     姫路市網干区浜田７９９－３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377140,0710,6 ごばん内科医院 〒670-0806 0792-23-6846碁盤　芳久 碁盤　芳久 平 2. 4. 1内   神内 胃  診療所
     姫路市増位新町１丁目８－１藤和常　勤:    1 循   リハ 現存
     しらさぎハイタウンＢ棟１０２号(医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377240,0711,4 和田産婦人科 〒671-1104 0792-36-2313和田　裕充 和田　裕充 平 2. 4. 1一般        13診療所
     姫路市広畑区才８２０ 常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377340,0712,2 社会医療法人三栄会ツ〒670-0053 0792-94-8555社会医療法人　三栄会光野　正人 平 2. 4. 1一般       139病院
     カザキ記念病院 姫路市南車崎１丁目５－５ 常　勤:   12　理事長　塚崎　高志 内   呼内 神内現存
     (医      12) 平29. 4. 1ひ   心外 リハ
     非常勤:   20 放   
     (医      20) ②消内　　内視
     内　人工透内　
     人工透外　腎内
     　循内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377440,0714,8 姫路市立発達医療セン〒670-0806 079-288-7122姫路市長　石見　利勝北山　真次 平 2. 4. 1小   リハ 診療所
     ター花北診療所 姫路市増位新町２丁目３７番地 常　勤:    4 ③児童精神科 現存
     (医       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377540,0715,5 つきたに医院 〒670-0916 0792-23-1054医療法人社団　つきた築谷　学 平 2. 4. 1内   循   診療所
     姫路市久保町１２３番地 常　勤:    1に医院　理事長　築谷 現存
     (医       1)　学 平29. 4. 1
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 377640,0716,3 倉橋内科医院 〒670-0887 079-224-0055医療法人社団　倉橋内倉橋　正孝 平 2. 4. 1内   小   消  診療所
     姫路市北平野南の町１６番３１号常　勤:    1科医院　理事長　倉橋 循   現存
     (医       1)　正孝 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377740,0717,1 多田整形外科医院 〒670-0902 079-281-0480医療法人社団　多田整多田　寛也 平 2. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     姫路市白銀町４１番地福光ビル５常　勤:    1形外科医院　理事長　 現存
     階 (医       1)多田　寛也 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377840,0722,1 中野診療所 〒672-8023 0792-46-0501医療法人社団　仁慈会中野　稔雄 平 2. 5. 1内   皮   診療所
     姫路市白浜町甲２１３８ 常　勤:    2　中野診療所　理事長 循環器内科 現存
     (医       2)　中野　稔雄 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377940,0724,7 石田内科クリニック 〒672-8021 0792-45-3366石田　正矩 石田　正矩 平 2.10. 1内   循   消  診療所
     姫路市白浜町宇佐崎中２丁目５２常　勤:    1 呼   現存
     ２－２ (医       1) 平29.10. 1人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378040,0725,4 井口皮膚科医院 〒670-0086 079-297-0833医療法人社団　井口皮井口　佳代 平 2.11. 1皮   診療所
     姫路市田寺２丁目２－２７ 常　勤:    1膚科医院　理事長　井 現存
     (医       1)口　佳代 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378140,0728,8 岡藤小児科医院 〒671-1116 0792-36-1669医療法人社団　岡藤小岡藤　隆夫 平 2.11. 1小   診療所
     姫路市広畑区正門通２－９－９ 常　勤:    2児科医院　理事長　岡 現存
     (医       2)藤　輝夫 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378240,0729,6 土井医院 〒671-0111 079-254-0732医療法人社団土井医院井上　裕彦 平 2.12. 1内   小   診療所
     姫路市的形町的形１７６１－２０常　勤:    1　理事長　井上　裕彦 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378340,0730,4 姫路愛和病院 〒670-0974 0792-34-2117医療法人　芙翔会　理皐　弘志 平 3. 2.15一般        55病院
     姫路市飯田３丁目２１９番地の１常　勤:    4事長　髙宮　隆俊 療養        53現存
     (医       4) 平30. 2.15内   外   整外
     非常勤:   22 リウ リハ 放  
     (医      22) 呼外 呼内 
     ②消内　③循内
     　糖内　こう外
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378440,0731,2 藤本医院 〒670-0872 0792-25-1768藤本　雅人 藤本　雅人 平 3. 3. 1内   診療所
     姫路市八代富士才町７２８－７ 常　勤:    1 胃腸内科 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
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 378540,0733,8 柴田耳鼻咽喉科医院 〒670-0086 079-293-1496医療法人社団柴田耳鼻柴田　四郎 平 3. 4. 1耳い 診療所
     姫路市田寺２丁目２番１号 常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       2)柴田　四郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378640,0737,9 根木医院 〒670-0921 079-222-1743医療法人社団佑信会　根木　信 平 3. 5. 1皮   診療所
     姫路市綿町１１５ 常　勤:    1理事長　根木　信 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378740,0738,7 大西医院 〒670-0877 0792-82-2224大西　周平 大西　周平 平 3. 8. 1内   ひ   リハ診療所
     姫路市北八代１－１７－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378840,0739,5 小見山医院 〒670-0941 0792-24-9201小塚　明子 小塚　明子 平 3. 8.17内   診療所
     姫路市若葉町２－１８－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378940,0742,9 白井医院 〒670-0046 0792-94-7867白井　正人 白井　正人 平 3.12. 1内   胃   放  診療所
     姫路市東雲町２－２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379040,0743,7 森田医院 〒671-2214 0792-66-8116森田　基之 森田　基之 平 3.12. 1内   循   診療所
     姫路市西夢前台１－６９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379140,0746,0 立岩産婦人科医院 〒672-8071 079-234-3000医療法人社団立岩産婦立岩　敏朗 平 4. 2. 1一般        17診療所
     姫路市飾磨区構４丁目１８９番地常　勤:    3人科医院　理事長　立 産   婦   現存
     (医       3)岩　敏朗 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379240,0748,6 三谷内科医院 〒672-8079 0792-33-2505三谷　一 三谷　一 平 4. 6. 1内   心内 リハ診療所
     姫路市飾磨区今在家３丁目２６８常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379340,0751,0 ナカムラ医院 〒670-0932 0792-23-6842中村　英昭 中村　英昭 平 4.11. 1内   脳外 リハ診療所
     姫路市下寺町１１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379440,0756,9 富岡医院 〒670-0923 0792-83-3731富岡　収 富岡　収 平 5. 2. 1ひ   診療所
     姫路市呉服町８　空地ビル３階 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379540,0762,7 原医院 〒671-0224 0792-53-6700原　秀昭 原　秀昭 平 5. 8. 1内   神内 脳外診療所
     姫路市別所町佐土一丁目８３番地常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
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 379640,0765,0 井野病院 〒671-0102 0792-54-5553医療法人社団汐咲会　井野　隆弘 平 5.12. 1一般       100病院
     姫路市大塩町汐咲１丁目２７ 常　勤:    8理事長　井野　隆弘 内   外   整外現存
     (医       8) 平29.12. 1眼   小   呼内
     非常勤:   27 神内 婦   リウ
     (医      27) 放   リハ 
     糖尿内　肝・胆
     のう・膵内　人
     透内　消内　循
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379740,0767,6 国部医院 〒670-0058 079-298-1081國部　伸也 國部　伸也 平 5.12. 1内   胃   放  診療所
     姫路市車崎３丁目３番地１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379840,0768,4 塚本内科循環器科 〒670-0086 0792-95-6161塚本　卓也 塚本　卓也 平 6. 1. 1内   消   循  診療所
     姫路市田寺３丁目１１－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379940,0769,2 福間内科医院 〒670-0063 0792-98-3500福間　貫造 福間　貫造 平 6. 2. 1内   消   診療所
     姫路市下手野５丁目４５０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380040,0772,6 信和内科クリニック 〒670-0802 0792-64-6533松尾　敏和 松尾　敏和 平 6. 5. 1一般         6診療所
     姫路市砥堀３２９－２ 常　勤:    1 内   呼内 放  現存
     (医       1) 平30. 5. 1消化器内科　糖
     尿内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380140,0775,9 平野整形外科 〒672-8079 0792-35-0319平野　信夫 平野　信夫 平 6. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     姫路市飾磨区今在家１３７０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380240,0776,7 今井内科循環器科 〒670-0016 0792-84-8668医療法人社団今井内科今井　直昭 平 6. 7. 1内   循   診療所
     姫路市坂元町１０８ 常　勤:    1循環器科　理事長　今 現存
     (医       1)井　直昭 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380340,0780,9 姫路地蔵温泉みやもと〒679-2121 079-264-6677宮本　茂好 宮本　茂好 平 6.11. 1内   整外 リハ診療所
     診療所 姫路市豊富町神谷字モミノ木３０常　勤:    1 放   現存
     ４１－２ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380440,0782,5 伊東眼科医院 〒672-8091 0792-36-0231伊東　滋雄 伊東　滋雄 平 7. 2. 1眼   診療所
     姫路市飾磨区英賀保駅前町６４－常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平28. 2. 1
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 380540,0783,3 井上外科整形外科 〒671-1234 079-274-0866医療法人社団井上外科井上　徹 平 7. 1. 1整外 外   リハ診療所
     姫路市網干区新在家１４０４－３常　勤:    1整形外科　理事長　井 現存
     (医       1)上　徹 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380640,0785,8 井上内科医院 〒670-0906 0792-93-7745医療法人社団井上内科井上　省三 平 7. 4.14内   診療所
     姫路市博労町７７ 常　勤:    2医院　理事長　井上　 循環器内科 現存
     (医       2)省三 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380740,0786,6 平田医院 〒670-0872 0792-22-1066平田　浩一 平田　浩一 平 7. 6.10皮   産婦 診療所
     姫路市八代富士才町７４０－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380840,0787,4 森下神経内科診療所 〒670-0851 0792-23-8787森下　一 森下　一 平 7. 6. 1内   精   神  診療所
     姫路市京口町１０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380940,0793,2 まさき眼科 〒672-8023 0792-46-5609正城　良樹 正城　良樹 平 8. 2. 1眼   診療所
     姫路市白浜町甲８４０－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381040,0794,0 柴田整形外科クリニッ〒672-8079 0792-35-5033柴田　直樹 柴田　直樹 平 8. 1.25整外 リハ 診療所
     ク 姫路市飾磨区今在家１０４６－３常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平29. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381140,0797,3 和田林皮膚科 〒672-8051 0792-33-5225和田林　展年 和田林　展年 平 8. 6. 1形外 アレ 診療所
     姫路市飾磨区清水字上英賀町５１常　勤:    1 現存
     －１ベルトピア飾磨３０２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381240,0801,3 福島整形外科 〒671-1254 0792-74-0280医療法人社団福島整形福島　充也 平 8. 8. 1整外 リハ 診療所
     姫路市網干区余子浜２１５－２ 常　勤:    1外科　理事長　福島　 現存
     (医       1)充也 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381340,0802,1 みやけ内科循環器科 〒671-0103 0792-54-5175医療法人社団野路菊会三宅　良平 平 8. 8. 1内   小   循  診療所
     姫路市大塩町宮前１ 常　勤:    1　理事長　三宅　良平 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 381440,0803,9 澤田医院 〒670-0032 079-294-3518医療法人社団澤田医院澤田　彰 平 8. 9. 1内   小   診療所
     姫路市龍野町１丁目８ 常　勤:    2　理事長代理　澤田　 現存
     (医       2)彰 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381540,0804,7 神頭医院 〒670-0884 0792-85-1119医療法人社団神頭医院神頭　勝 平 8. 9. 1胃   外   こう診療所
     姫路市城北本町１６－１４ 常　勤:    1　理事長　神頭　勝 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381640,0808,8 大田医院 〒670-0081 0792-93-2851医療法人社団真研会大大田　真路 平 9. 2. 1内   消   診療所
     姫路市田寺東２丁目２３－１ 常　勤:    2田医院　理事長　大田 現存
     (医       2)　研治 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381740,0811,2 かんばら医院 〒670-0948 0792-83-3235寒原　誠一 寒原　誠一 平 9. 5. 1内   循   診療所
     姫路市北条宮の町２２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381840,0812,0 藤井内科クリニック 〒670-0807 079-224-1106医療法人社団藤井内科藤井　和夫 平 9. 5. 1内   胃   診療所
     姫路市増位本町１丁目７－１４ 常　勤:    2クリニック　理事長　 現存
     (医       2)藤井　和夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381940,0816,1 空地内科院 〒670-0923 0792-23-3877空地　顕一 空地　顕一 平 9. 7. 1内   放   リウ診療所
     姫路市呉服町８空地ビル５階 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382040,0817,9 にしあんクリニック内〒670-0925 0792-22-0759西庵　利彦 西庵　利彦 平 9. 7. 1内   呼   外  診療所
     科外科 姫路市亀井町１６ 常　勤:    1 交代 皮   こう アレ現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382140,0818,7 医療法人社団綱島会　〒670-0074 0792-92-1109医療法人社団綱島会厚松下　健次 平 9. 7. 1一般        88病院
     厚生病院 姫路市御立西４丁目１－２５ 常　勤:    8生病院　理事長　綱島 組織変更 療養        60現存
     (医       8)　武彦 平24. 7. 1内   神内 呼  
     非常勤:   17 消   循   眼  
     (医      17) リハ 放   精  
     皮   
     ④胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382240,0819,5 井上クリニック 〒670-0032 0792-95-3111井上　公成 井上　公成 平 9. 8. 1内   胃   循  診療所
     姫路市龍野町２－１６ 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382340,0820,3 ほづみ内科医院 〒670-0024 穂積　俊樹 穂積　俊樹 平 9. 9. 1内   消   放  診療所
     姫路市鷹匠町乙１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 382440,0822,9 佐谷医院 〒671-2224 0792-66-7515佐谷　かほり 佐谷　かほり 平 9. 9. 2内   放   診療所
     姫路市青山西２－４－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382540,0824,5 姫路市医師会診療所 〒670-0061 079-295-3322一般社団法人　姫路市望月　吉郎 平 9.11.25内   放   婦  診療所
     姫路市西今宿３丁目７－２１ 常　勤:    5医師会　会長　山本　 移動 現存
     (医       5)一郎 平27.11.25
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382640,0825,2 姫路市休日・夜間急病〒670-0061 079-298-0119姫路市長　石見　利勝山本　一郎 平 9.12. 1内   小   眼  診療所
     センター 姫路市西今宿３丁目７－２１ 常　勤:    2 移動 耳い 現存
     (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:  226
     (医     226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382740,0826,0 尾上眼科 〒670-0937 0792-23-0559尾上　正軒 尾上　正軒 平10. 1. 1眼   診療所
     姫路市元塩町１４２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382840,0827,8 長田ひふ科クリニック〒671-1252 0792-72-0874長田　浩行 長田　浩行 平10. 1. 6皮   診療所
     姫路市網干区垣内東町５５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 1. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382940,0830,2 川崎医院 〒670-0935 079-223-0361医療法人社団誠実会　川崎　誠 平10. 2. 1外   内   消  診療所
     姫路市北条口５－８１ 常　勤:    1理事長　川崎　誠 その他 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383040,0831,0 森田整形外科クリニッ〒671-0218 079-253-8080医療法人社団健祥会　森田　宗志 平10. 3. 1内   整外 リハ診療所
     ク 姫路市飾東町庄１２５－１ 常　勤:    1理事長　森田　宗志 その他 リウ 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383140,0832,8 クレモト外科 〒671-1103 0792-37-0301医療法人社団クレモト芳野　圭介 平10. 4. 1外   胃   こう診療所
     姫路市広畑区西夢前台８－１ 常　勤:    2外科　理事長　芳野　 組織変更 リハ 麻   放  現存
     (医       2)圭介 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 383240,0833,6 製鉄記念広畑病院 〒671-1122 0792-36-1038社会医療法人製鉄記念橘　史郎 平10. 4. 1一般       392病院
     姫路市広畑区夢前町３丁目１番地常　勤:   69広畑病院　理事長　橘 組織変更 外   内   神内現存
     (医      69)　史朗 平28. 4. 1リウ 小   呼外
     非常勤:   79 整外 形外 脳外
     (医      79) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     糖内消内腎内循
     内消外乳外血外
     肛外頸外救急病
     診緩ケ内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383340,0834,4 中山皮膚科 〒670-0057 0792-97-4900中山　英俊 中山　英俊 平10. 5. 1ひ   診療所
     姫路市北今宿２丁目５－２２エム常　勤:    1 新規 現存
     センタービル１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383440,0835,1 白國医院 〒679-2115 079-263-3100医療法人社団　白國医白國　隆行 平10. 5. 1脳外 内   リハ診療所
     姫路市山田町西山田４６番地 常　勤:    1院　理事長　白國　隆 組織変更 現存
     (医       1)行 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383540,0838,5 藤田クリニック 〒670-0056 0792-97-4823医療法人社団　藤田ク藤田　正 平10. 6. 1外   胃   整外診療所
     姫路市東今宿４丁目１－１０ 常　勤:    2リニック　理事長　藤 組織変更 放   こう 内  現存
     (医       2)田　正 平28. 6. 1循   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383640,0840,1 藤戸内科 〒672-8057 0792-34-2666藤戸　和孝 藤戸　和孝 平10. 7. 1内   診療所
     姫路市飾磨区恵美酒２１３－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383740,0846,8 ヘルスコープあぼし診〒671-1227 0792-72-8050姫路医療生活協同組合藤本　壮之 平10.11. 1内   消   循  診療所
     療所 姫路市網干区和久２番地２ 常　勤:    2　代表理事　荻野　俊 新規 現存
     (医       2)夫 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383840,0848,4 岩根クリニック 〒671-1143 079-238-4358医療法人社団　岩根ク岩根　正宏 平11. 1. 1内   循   眼  診療所
     姫路市大津区天満１８３－１ 常　勤:    2リニック　理事長　岩 組織変更 現存
     (医       2)根　正宏 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383940,0849,2 くろさか小児科アレル〒670-0028 079-292-1551医療法人社団　くろさ黒坂　文武 平11. 2. 1小   アレ 診療所
     ギー科 姫路市岩端町１０７－４ 常　勤:    1か小児科アレルギー科 移動 現存
     (医       1)　理事長　黒坂　文武 平29. 2. 1
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 384040,0850,0 おがさ内科 〒672-8069 079-231-0808医療法人社団　　おが小笠　貴司 平11. 2. 1内   胃   循  診療所
     姫路市飾磨区加茂南８２４－１４常　勤:    1さ内科　理事長　小笠 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　貴司 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384140,0854,2 西庵医院 〒670-0924 0792-22-0762西庵　克彦 西庵　克彦 平11. 7. 1内   循   診療所
     姫路市紺屋町３７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384240,0856,7 近藤内科医院 〒672-8014 0792-47-3111近藤　晃司 近藤　晃司 平11. 9. 1内   診療所
     姫路市東山２５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384340,0859,1 岡本内科 〒670-0057 0792-99-0001岡本　英之 岡本　英之 平11.12. 1内   リウ 消  診療所
     姫路市北今宿３丁目５－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384440,0860,9 水田クリニック 〒672-8064 0792-35-1010水田　年美 水田　年美 平11.12. 1内   消   リハ診療所
     姫路市飾磨区細江６５０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384540,0864,1 アミタ整形外科・皮フ〒672-8011 0792-46-8611網田　行秀 網田　行秀 平12. 2. 1整外 皮   内  診療所
     科・内科クリニック 姫路市白浜町神田２丁目１０９ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384640,0866,6 くろがね内科循環器科〒670-0961 0792-25-8850銕　寛之 銕　寛之 平12. 4. 1内   循   診療所
     姫路市南畝町２－３１浜屋ハート常　勤:    2 新規 現存
     ビル１階 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384740,0867,4 山陽内科クリニック 〒672-8051 079-235-0385上森　久喜 上森　久喜 平12. 4. 1内   呼   消  診療所
     姫路市飾磨区清水二丁目３１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384840,0868,2 吉川内科医院 〒670-0083 0792-96-4138吉川　誠之 吉川　誠之 平12. 4. 5内   診療所
     姫路市辻井７－１４－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384940,0869,0 清水医院 〒672-8061 0792-35-0069清水　一太 清水　一太 平12. 5. 1内   リハ 診療所
     姫路市飾磨区天神９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 385040,0874,0 石橋内科広畑センチュ〒671-1116 0792-30-0800医療法人社団石橋内科石橋　杏里 平12. 6. 1療養        60病院
     リー病院 姫路市広畑区正門通４丁目２－１常　勤:    3　理事長　石橋　悦次 新規 内   リハ リウ現存
     (医       3) 平30. 6. 1心内 呼内 整外
     非常勤:   18 消化器内科　循
     (医      18) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385140,0877,3 船越内科クリニック 〒671-1116 0792-30-0707舩越　貴博 舩越　貴博 平12. 7. 1内   循   放  診療所
     姫路市広畑区正門通２丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385240,0881,5 河野眼科クリニック 〒671-1227 0792-72-7702医療法人社団慎心会　河野　琢哉 平12. 9.18眼   診療所
     姫路市網干区和久字上前田１２１常　勤:    1理事長　河野　琢哉 移動 現存
     番２２ (医       1) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385340,0885,6 白枝医院 〒670-0902 079-285-3990医療法人社団白枝医院白枝　親司 平12.12. 1胃   放   他  診療所
     姫路市白銀町３５ 常　勤:    3　理事長　白枝　親司 移動 現存
     (医       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385440,0886,4 福本内科 〒670-0985 0792-34-9118医療法人社団福本内科福本　淳 平12.12. 1内   診療所
     姫路市玉手３丁目６２－１ 常　勤:    2　理事長　福本　攻 組織変更 循環器内科 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385540,0887,2 医療法人社団こうのと〒671-0253 079-253-2195医療法人社団こうのと西川　義規 平13. 1. 1一般        19診療所
     り会西川産婦人科 姫路市花田町一本松１６５－１ 常　勤:    3り会　理事長　西川　 組織変更 産   婦   現存
     (医       3)義規 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385640,0888,0 髙見医院 〒670-0808 0792-24-6750髙見　嘉重 髙見　嘉重 平13. 1. 1内   小   診療所
     姫路市白国１丁目１７－１５ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385740,0892,2 こがめ内科 〒671-1234 079-274-0456小亀　孝夫 小亀　孝夫 平13. 4. 1内   循   診療所
     姫路市網干区新在家１３０６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385840,0893,0 古谷クリニック 〒670-0961 0792-22-6607古谷　素敏 古谷　素敏 平13. 5. 1皮ひ 内   外  診療所
     姫路市南畝町２丁目１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 385940,0895,5 親愛産婦人科 〒671-1253 079-271-6666医療法人社団親愛産婦北島　隆史 平13. 5. 1一般        19診療所
     姫路市網干区垣内中町２６０ 常　勤:    4人科　理事長　北島　 組織変更 産   婦   現存
     (医       4)隆史 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386040,0896,3 須山内科循環器内科 〒670-0941 0792-23-7346須山　諭 須山　諭 平13. 6. 1内   循   他  診療所
     姫路市若菜町２丁目２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386140,0898,9 野間こどもクリニック〒671-1143 0792-36-0086理事長　野間　大路 野間　大路 平13. 7. 1小   診療所
     姫路市大津区天満１８９－２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386240,0899,7 戸谷整形外科・外科 〒670-0882 0792-81-1535戸谷　由樹 戸谷　由樹 平13. 7.18整外 外   リハ診療所
     姫路市広峰１丁目２－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386340,0903,7 姫路赤十字病院 〒670-8540 079-294-2251日本赤十字社　社長　佐藤　四三 平13.11. 1一般       549病院
     (40,0568,4) 姫路市下手野１丁目１２－１ 常　勤:  203近衞　忠煇 移動 一般（感染） 現存
     (医     193) 平25.11. 1             6
     (歯      10) 内   呼内 小  
     小外 外   呼外
     心外 整外 形外
     脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 麻   歯  
     歯外 病理 臨床
     他   
     ②消内③血腫内
     　肝内　腎内　
     糖内　緩ケ内　
     化療内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386440,0904,5 赤松眼科医院 〒671-0234 079-253-3435医療法人社団　赤松眼赤松　敏史 平13.12. 1眼   診療所
     姫路市御国野町国分寺８２７－３常　勤:    1科医院　理事長　赤松 組織変更 現存
     (医       1)　敏史 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386540,0905,2 戸谷クリニック 〒670-0955 0792-84-3001戸谷　俊樹 戸谷　俊樹 平14. 1. 1麻   診療所
     姫路市安田４－４７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
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 386640,0907,8 医療法人社団みどりの〒671-2216 0792-66-8833医療法人社団みどりの酒井　實 平14. 1. 1一般 病院
     会酒井病院 姫路市飾西４１２－１ 常　勤:    6会　理事長　酒井　實 組織変更     一般    79現存
     (医       6) 平26. 1. 1療養
     非常勤:   31     療養    34
     (医      31) 外   整外 形外
     脳外 内   ひ  
     麻   リハ リウ
     眼   
     消化器外科　人
     工透析内科　循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386740,0908,6 朝山内科医院 〒671-1223 079-274-1281医療法人社団　朝山内朝山　徹 平14. 2. 1内   診療所
     姫路市網干区坂上３７８－１ 常　勤:    2科医院　理事長　朝山 組織変更 現存
     (医       2)　徹 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386840,0911,0 中山クリニック 〒670-0923 0792-25-1027中山　康夫 中山　康夫 平14. 4. 1胃   外   リハ診療所
     姫路市呉服町８空地ビル４階 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386940,0912,8 藤原小児科クリニック〒670-0985 0792-33-6650藤原　克彦 藤原　克彦 平14. 5. 1小   診療所
     姫路市玉手１丁目１９３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387040,0914,4 三和内科医院 〒670-0965 079-226-0606医療法人社団三和内科三和　秀輔 平14. 5. 1内   診療所
     姫路市東延末５丁目８６ 常　勤:    1医院　理事長　三和　 組織変更 循環器内科　消現存
     (医       1)秀輔 平26. 5. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387140,0915,1 はやし内科・循環器科〒671-0221 079-253-6078医療法人社団　はやし林　義彦 平14. 5. 1内   循   リハ診療所
     姫路市別所町別所４５６－６ 常　勤:    1内科・循環器科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　林　義彦 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387240,0917,7 小林整形外科 〒670-0807 0792-81-1585小林　紀郎 小林　紀郎 平14. 5. 1一般 診療所
     姫路市増位本町２－４－１０ 常　勤:    1 交代     一般 現存
     (医       1) 平26. 5. 1整外 リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 387340,0918,5 河野医院 〒670-0982 079-295-0500医療法人社団河野医院河野　俊哉 平14. 6. 1脳外 リハ 内  診療所
     姫路市岡田６０７番地の１サンヒ常　勤:    1　理事長　河野　俊哉 組織変更 現存
     ルズ岡田１階 (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387440,0920,1 あさひ神経クリニック〒671-1227 0792-71-0033原田　益視 原田　益視 平14. 7. 1精   心内 診療所
     姫路市網干区和久１１５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387540,0923,5 いそかわキッズクリニ〒672-8019 0792-46-3243礒川　利夫 礒川　利夫 平14.10. 1小   診療所
     ック 姫路市木場前七反町６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387640,0924,3 くるす眼科クリニック〒671-2214 0792-67-6650來栖　昭博 來栖　昭博 平14.10. 1眼   診療所
     姫路市西夢前台１丁目７８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387740,0927,6 貴志内科クリニック 〒672-8012 0792-47-3722貴志　文俊 貴志　文俊 平14.12. 1内   消   診療所
     姫路市白浜町寺家１丁目１７７－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387840,0929,2 かしもと整形外科医院〒671-0243 0792-51-2822樫本　新 樫本　新 平15. 1. 1整外 外   リハ診療所
     姫路市四郷町本郷４１３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387940,0930,0 井はやし内科 〒670-0084 079-296-8110医療法人社団　 井は林　義和 平15. 1. 1内   消   呼  診療所
     姫路市東辻井２丁目８番３４号 常　勤:    1やし内科　理事長　林 組織変更 現存
     (医       1)　義和 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388040,0931,8 くるす医院 〒671-1107 0792-36-3700来栖　昌朗 来栖　昌朗 平15. 1. 1内   呼   診療所
     姫路市広畑区西蒲田３７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388140,0932,6 みき眼科医院 〒672-8079 0792-33-6355三木　のり子 三木　のり子 平15. 2. 1眼   診療所
     姫路市飾磨区今在家５丁目６７ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   425 頁

 388240,0933,4 社会医療法人三栄会ツ〒671-1227 079-272-8555社会医療法人　三栄会夫　由彦 平15. 3. 1一般 病院
     カザキ病院 姫路市網干区和久６８番１ 常　勤:   59　理事長　塚崎　高志 移動     一般   201現存
     (医      59) 平27. 3. 1脳外 整外 心外
     非常勤:    9 神内 眼   リハ
     (医       9) 放   外   内  
     呼外 麻   ひ  
     循内　乳外　人
     工透析内　消内
     　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388340,0934,2 社会医療法人三栄会ツ〒670-0063 079-298-8555社会医療法人　三栄会鷹取　浩 平15. 4. 1放   診療所
     カザキクリニック 姫路市下手野２丁目４番５号 常　勤:    1　理事長　塚崎　高志 新規 ①人工透析内科現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388440,0935,9 おおたレディースクリ〒670-0802 0792-65-5335太田　雅博 太田　雅博 平15. 4. 1一般 診療所
     ニック 姫路市砥堀２２９－１ 常　勤:    1 新規     一般    12現存
     (医       1) 平27. 4. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388540,0936,7 水野クリニック 〒670-0962 0792-87-1371水野　充 水野　充 平15. 5. 1内   診療所
     姫路市南駅前町５９番地 常　勤:    1 新規 胃腸内科 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388640,0939,1 田中クリニック 〒672-8048 0792-26-3003田中　明 田中　明 平15. 7. 1内   呼   診療所
     姫路市飾磨区三宅１丁目１９２田常　勤:    1 新規 現存
     中興産ビル１階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388740,0942,5 太田産婦人科医院 〒670-0061 0792-93-3188太田　和美 太田　和美 平15. 8. 1一般 診療所
     姫路市西今宿二丁目２番１０号 常　勤:    2 交代     一般    12現存
     (医       2) 平27. 8. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388840,0945,8 金高医院 〒670-0017 079-223-2834金髙　眞人 金髙　眞人 平15. 9. 1内   精   心内診療所
     姫路市福中町１０番 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388940,0947,4 岡こどもクリニック 〒672-8030 0792-43-0373岡　勝巳 岡　勝巳 平15.10. 1小   アレ 婦  診療所
     姫路市飾磨区阿成植木８２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 389040,0948,2 生田クリニック 〒670-0086 0792-99-1717生田　博 生田　博 平15.11. 1外   呼   消  診療所
     姫路市田寺３丁目２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389140,0949,0 松本内科クリニック 〒670-0876 0792-98-4145松本　眞一郎 松本　眞一郎 平15.11. 1内   消   診療所
     姫路市西八代町９－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389240,0952,4 瓦井耳鼻咽喉科医院 〒671-1143 079-230-1187医療法人社団笑顔会　瓦井　康之 平16. 2. 1耳い 診療所
     姫路市大津区天満１８１７ 常　勤:    2理事長　瓦井　康之 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389340,0954,0 医療法人恵風会けいふ〒670-0061 0792-93-8855医療法人恵風会　理事中島　玲 平16. 4. 1精   心内 神内診療所
     う心療クリニック 姫路市西今宿３丁目１９番４１号常　勤:    2長　長尾　卓夫 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389440,0957,3 医療法人公仁会姫路中〒672-8043 0792-35-5454医療法人　公仁会　理東　靖人 平16. 6. 1内   神内 外  診療所
     央病院附属クリニック姫路市飾磨区上野田１丁目１６番常　勤:    2事長　東　靖人 新規 脳外 整外 放  現存
     １ (医       2) 平28. 6. 1皮   
     非常勤:   41 循環器内科　消
     (医      41) 化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389540,0958,1 よしかた内科クリニッ〒671-1214 0792-71-4815医療法人社団よしかた芳形　家山 平16. 7. 1内   消   診療所
     ク 姫路市勝原区山戸１２０番地の２常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　芳形　家山 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389640,0961,5 中谷病院 〒672-8064 079-235-5566医療法人社団健裕会　中谷　裕司 平16. 9. 1療養 病院
     姫路市飾磨区細江２５０１番地 常　勤:    2理事長　中谷　裕司 移動     療養    60現存
     (医       2) 平28. 9. 1内   循   呼  
     非常勤:   22 アレ 消   リハ
     (医      22) 他   
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389740,0962,3 木下病院 〒670-0084 0792-92-1521医療法人社団三紀会　木下　誠司 平16. 9. 1一般 病院
     姫路市東辻井４丁目１番１２号 常　勤:    4理事長　木下　誠司 組織変更     一般    27現存
     (医       4) 平28. 9. 1療養
     非常勤:   35     療養    28
     (医      35) 外   整外 内  
     皮   リハ リウ
     眼   
     消化器内科
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 389840,0963,1 中村純クリニック 〒672-8051 0792-31-5887中村　純 中村　純 平16.10. 1胃   外   リハ診療所
     姫路市飾磨区清水３丁目８１番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389940,0966,4 長久整形外科 〒670-0949 長久　浩明 長久　浩明 平16.12. 1整外 リハ 麻  診療所
     姫路市三左衛門堀東の町１１１番常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390040,0967,2 梅津眼科 〒671-1116 0792-30-1661梅津　秀夫 梅津　秀夫 平17. 2. 1眼   診療所
     姫路市広畑区正門通２丁目８－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390140,0968,0 阿保クリニック 〒670-0926 079-284-2213医療法人社団阿保クリ山本　秀三 平17. 1. 1整外 外   脳外診療所
     姫路市東駅前町７５－１ 常　勤:    2ニック　理事長　山本 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       2)　秀三 平29. 1. 1ペインクリニッ
     非常勤:    3 ク内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390240,0969,8 医療法人社団普門会　〒671-2201 079-267-2020医療法人社団　普門会田中　和具 平17. 2. 1一般 病院
     姫路田中病院 姫路市書写７１７番地 常　勤:    2　理事長　田中　和具 組織変更     一般    60現存
     (医       2) 平29. 2. 1療養
     非常勤:   29     療養    38
     (医      29) 整外 リハ リウ
     外   内   麻  
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390340,0973,0 吉田・大村内科 〒672-8023 079-245-0355医療法人社団　吉田・大村　素子 平17. 3. 1内   診療所
     姫路市白浜町丙４９２－１１番地常　勤:    2大村内科　理事長　大 組織変更 ②消化器内科　現存
     (医       2)村　素子 平29. 3. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390440,0974,8 ふかざわ耳鼻咽喉科ク〒671-2221 079-267-1432医療法人社団　ふかざ深澤　元晴 平17. 4. 1耳い 診療所
     リニック 姫路市青山北二丁目１５－１ 常　勤:    1わ耳鼻咽喉科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　深澤　元 平29. 4. 1
     晴
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390540,0977,1 ひまわり整形外科 〒672-8079 0792-43-2000医療法人社団　太陽会平野　裕司 平17. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     姫路市飾磨区今在家４丁目２５番常　勤:    1　平野病院　理事長　 新規 現存
     －１号 (医       1)平野　裕司 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390640,0978,9 まきの外科胃腸科診療〒671-2201 0792-67-6770牧野　智和 牧野　智和 平17. 6. 1療養 診療所
     所 姫路市書写２５８４－１ 常　勤:    1 新規     一般 現存
     (医       1) 平29. 6. 1外   消   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 390740,0979,7 福永眼科医院 〒670-0902 0792-88-3051医療法人社団　作信会福永　健作 平17. 6. 1眼   診療所
     姫路市白銀町４０ 常　勤:    2　福永眼科医院　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　福永　健作 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390840,0980,5 栗原整形外科 〒671-0221 0792-53-8376医療法人社団栗原整形栗原　康雄 平17. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     姫路市別所町別所１６８４番地の常　勤:    1外科　理事長　栗原　 組織変更 現存
     ５ (医       1)康雄 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390940,0982,1 Ｋｏｂａレディースク〒670-0935 0792-23-4924医療法人社団　眞緑会小林　眞一郎 平17. 6. 1婦   診療所
     リニック 姫路市北条口２丁目１８宮本ビル常　勤:    1　Ｋｏｂａレディース 組織変更 現存
     １階 (医       1)クリニック　理事長　 平29. 6. 1
     小林　眞一郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391040,0983,9 野里門クリニック 〒670-0011 079-225-1234石井　洋治 石井　洋治 平17. 6. 1外   内   他  診療所
     姫路市坊主町１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391140,0987,0 はちわかこどもクリニ〒672-8011 0792-45-2171医療法人社団公博会　八若　博司 平17.10. 1小   診療所
     ック 姫路市白浜町神田２丁目９５－２常　勤:    2理事長　八若　博司 移動 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391240,0991,2 桃井整形外科 〒670-0923 0792-23-2118医療法人社団桃井整形桃井　健仁 平18. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     姫路市呉服町６１番地 常　勤:    1外科　理事長　桃井　 組織変更 現存
     (医       1)健仁 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391340,0992,0 吉本内科医院 〒670-0981 0792-99-6680吉本　健朗 吉本　健朗 平18. 4. 1内   循   診療所
     姫路市西庄字クボリ甲１７６－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391440,0994,6 姫路市立　山之内診療〒671-2101 07933-8-0779姫路市長　石見　利勝藤本　雅人 平18. 3.27内   小   診療所
     所 姫路市夢前町山之内乙１２０番地常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391540,0995,3 石川医院 〒670-0936 0792-23-3270石川　治 石川　治 平18. 4.24外   リハ 整外診療所
     姫路市古二階町１３５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391640,0997,9 姫路市国民健康保険家〒672-0102 07932-5-0485姫路市長　石見　利勝田畑　雅彦 平18. 3.27内   小   外  診療所
     島診療所 姫路市家島町宮２１６９番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 391740,0999,5 出口産婦人科 〒670-0981 079-292-0030医療法人社団　出口産出口　和之 平18. 6. 1一般 診療所
     姫路市西庄３８４番地１ 常　勤:    2婦人科　理事長　出口 組織変更     一般    12現存
     (医       2)　和之 平30. 6. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391840,2001,8 西川耳鼻咽喉科 〒672-8013 079-247-3322医療法人社団　西川耳西川　 男 平18. 6. 1耳い 診療所
     姫路市白浜町宇佐崎北３丁目２２常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　西 組織変更 現存
     ２番２ (医       1)川　 男 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391940,2003,4 なべたに内科クリニッ〒671-2216 079-266-1515鍋谷　重吉 鍋谷　重吉 平18. 7. 1内   消   外  診療所
     ク 姫路市飾西４９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392040,2005,9 石橋内科 〒671-1121 079-237-1484医療法人社団石橋内科石橋　悦次 平18. 9. 1一般 診療所
     姫路市広畑区東新町１丁目２９ 常　勤:    1　理事長　石橋　悦次 移動     一般    19現存
     (医       1) 平24. 9. 1リハ 
     非常勤:   12 ①循環器内科　
     (医      12) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392140,2006,7 國富胃腸病院 〒671-2223 079-266-2355國富　彩 國富　彩 平18. 9. 1一般 病院
     姫路市青山３丁目３３番地１号 常　勤:    7 交代     一般    50現存
     (医       7) 平24. 9. 1療養
     非常勤:   20     療養   100
     (医      20) 療養
         療養   180
     胃   こう 整外
     リハ 内   外  
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392240,2007,5 上原小児クリニック 〒670-0802 079-265-3770上原　愼一郎 上原　愼一郎 平18.11. 1小   診療所
     姫路市砥堀１０１０番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392340,2008,3 森田内科・循環器科 〒671-1262 079-271-4522森田　雅人 森田　雅人 平18.11. 1内   循   診療所
     姫路市余部区上余部７５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392440,2009,1 長整形外科 〒670-0083 079-299-2840医療法人社団　長整形長　嗣麿 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     姫路市辻井１丁目１番１７号 常　勤:    1外科　理事長　長　嗣 組織変更 現存
     (医       1)麿 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 392540,2010,9 産科婦人科小国病院 〒670-0952 079-284-0381医療法人伯鳳会　理事井上　和則 平19. 2. 1一般 病院
     姫路市南条２丁目２３番地 常　勤:    4長　古城　資久 組織変更     一般    39現存
     (医       4) 平25. 2. 1産   婦   内  
     非常勤:   23 形外 
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392640,2012,5 髙祖整形外科医院 〒671-1221 079-273-3911医療法人社団　髙祖整髙祖　清泰 平19. 4. 1一般 診療所
     姫路市網干区田井２９３－１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更     一般    12現存
     (医       1)髙祖　清泰 平25. 4. 1療養
     非常勤:    1     療養     6
     (医       1) 整外 リウ リハ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392740,2013,3 藤森耳鼻咽喉科 〒670-0012 079-224-1357医療法人　藤森医療財古川　勝朗 平19. 4. 1耳い 気食 診療所
     姫路市本町２３１ 常　勤:    2団　藤森耳鼻咽喉科　 組織変更 現存
     (医       2)理事長　古城　資久 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392840,2015,8 医療法人ひまわり会　〒670-0061 079-298-4702医療法人ひまわり会　田﨑　俊美 平19. 4. 1内   心内 診療所
     田﨑クリニック 姫路市西今宿２丁目９番５０号 常　勤:    1理事長　田﨑　大喜 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392940,2016,6 ぼうぜ医院 〒672-0103 079-326-0253医療法人社団　ぼうぜ下宮　一雄 平19. 5. 1内   小   診療所
     姫路市家島町坊勢７５４番地 常　勤:    1医院　理事長　下宮　 組織変更 現存
     (医       1)一雄 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393040,2017,4 小原医院 〒679-2122 079-264-6262医療法人社団　小原医小原　弘 平19. 5. 1外   消   内  診療所
     姫路市豊富町御蔭１９４６番地６常　勤:    1院　理事長　小原　弘 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393140,2018,2 八十内科クリニック 〒671-1156 079-230-5656医療法人社団　八友会八十　新治 平19. 5. 1内   消   他  診療所
     姫路市広畑区小坂１１５－６ 常　勤:    1　八十内科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　八十　新治 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393240,2020,8 かりの小児科 〒670-0073 079-298-0557医療法人社団　かりの狩野　正嗣 平19. 6. 1小   診療所
     姫路市御立中４丁目７番３号 常　勤:    2小児科　理事長　狩野 組織変更 現存
     (医       2)　正嗣 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393340,2022,4 みやもとハートクリニ〒671-1156 079-230-2411医療法人社団　みやも宮本　眞人 平19. 6. 1心内 神内 精  診療所
     ック 姫路市広畑区小坂９４番地１ 常　勤:    1とハートクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　宮本　眞人 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 393440,2023,2 上田クリニック 〒670-0871 079-221-5666医療法人社団　慶和し上田　哲也 平19. 6. 1循   呼   診療所
     姫路市伊伝居６１２番地１ 常　勤:    1らさぎ会　理事長　上 組織変更 現存
     (医       1)田　哲也 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393540,2024,0 和田整形外科クリニッ〒672-8012 079-246-7061医療法人社団　和田整和田　光知 平19. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 姫路市白浜町寺家一丁目１８６番常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     地１ (医       1)事長　和田　光知 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393640,2027,3 木花クリニック 〒670-0054 079-294-2150医療法人社団木花クリ木花　厚生 平19.11. 1小   眼   診療所
     姫路市南今宿３番６号 常　勤:    3ニック　理事長　木花 移動 現存
     (医       3)　厚生 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393740,2028,1 岩﨑眼科 〒670-0009 079-222-6467岩﨑　隆 岩﨑　隆 平20. 1. 1眼   診療所
     姫路市鍵町１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393840,2029,9 なかがわ耳鼻咽喉科ク〒679-2142 079-232-8714中川　伸一 中川　伸一 平20. 2. 1耳い 診療所
     リニック 姫路市香寺町広瀬３４の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393940,2030,7 花房内科・消化器科 〒671-0234 079-251-0717花房　純弘 花房　純弘 平20. 2. 1内   消   診療所
     姫路市御国野町国分寺６４９－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394040,2031,5 どいこどもクリニック〒671-0234 079-252-5508医療法人社団知温会　土居　治 平20. 3. 1小   小外 診療所
     姫路市御国野町国分寺８２８番地常　勤:    1理事長　土居　治 移動 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394140,2034,9 さだとうクリニック 〒670-0073 079-291-1171定藤　剛 定藤　剛 平20. 7. 1内   脳外 リハ診療所
     姫路市御立中２丁目１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394240,2035,6 段医院 〒679-4206 079-261-2006段　秀和 段　秀和 平20. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     姫路市林田町林田２０番地 常　勤:    2 交代 内   小   アレ現存
     (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394340,2037,2 もりたクリニック 〒671-1143 079-230-2288森田　晋介 森田　晋介 平20.10. 1外   消   診療所
     姫路市大津区天満１７７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
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 394440,2040,6 土井クリニック 〒670-0083 079-297-6660土井　省哲 土井　省哲 平21. 4. 1外   消   こう診療所
     姫路市辻井六丁目１７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394540,2041,4 岡崎外科消化器肛門ク〒670-0921 079-281-3200岡﨑　啓介 岡﨑　啓介 平21. 5. 1こう 消   他  診療所
     リニック 姫路市綿町１１９番地　姫路不動常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394640,2042,2 宮浦こころのクリニッ〒670-0923 079-286-8899宮浦　宏之 宮浦　宏之 平21. 5. 1精   診療所
     ク 姫路市呉服町８　空地ビル２階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394740,2043,0 木村医院 〒671-2222 079-266-0227木村　英嗣 木村　英嗣 平21. 5. 1内   小   他  診療所
     姫路市青山３丁目３６番３号 常　勤:    1 交代 リウ 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394840,2046,3 あさいクリニック 〒670-0927 079-225-6177浅井　利勝 浅井　利勝 平22. 1. 5眼   診療所
     姫路市駅前町３０９番地ラボビル常　勤:    1 移動 現存
     ５階 (医       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394940,2047,1 転馬こどもの診療所 〒671-1252 079-274-0270医療法人社団転馬こど轉馬　博之 平22. 1. 8小   診療所
     姫路市網干区垣内東町１３２番地常　勤:    1もの診療所　理事長　 移動 現存
     (医       1)轉馬　博之 平28. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395040,2048,9 大室整形外科　脊椎・〒670-0976 079-293-3355医療法人社団大室整形大室　智士 平22. 1. 1一般 診療所
     関節クリニック 姫路市中地３７１ 常　勤:    2外科脊椎・関節クリニ 組織変更     一般    19現存
     (医       2)ック　理事長　大室　 平28. 1. 1整外 リハ 
     非常勤:    9智士
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395140,2049,7 てつや皮膚科 〒672-8084 079-280-3820山本　哲也 山本　哲也 平22. 5. 1皮   他   診療所
     姫路市飾磨区英賀清水町三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２０－２ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395240,2051,3 北野内科クリニック 〒670-0063 079-260-7175北野　元子 北野　元子 平22. 5. 1内   他   診療所
     姫路市下手野４丁目６－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395340,2053,9 西川クリニック 〒670-0081 079-292-7134西川　実徳 西川　実徳 平22. 6. 1眼   他   診療所
     姫路市田寺東２丁目２６－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 395440,2055,4 ささお眼科クリニック〒672-8071 079-233-7788笹尾　晋 笹尾　晋 平22. 8. 1眼   診療所
     姫路市飾磨区構一丁目７２番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395540,2057,0 田村耳鼻咽喉科医院 〒671-1255 079-272-4849医療法人社団仁直会田田村　慎一郎 平22. 8. 9耳い 診療所
     姫路市網干区垣内南町２５５－２常　勤:    1村耳鼻咽喉科医院　理 移動 現存
     (医       1)事長　田村　慎一郎 平28. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395640,2060,4 安富診療所 〒671-2401 0790-66-2387医療法人社団一水会　大西　林吉 平22.11. 1内   外   小  診療所
     姫路市安富町安志１１３５－１ 常　勤:    1理事長　大西　林吉 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395740,2062,0 五島診療所 〒671-1143 079-236-3420医療法人社団五島診療五島　亨 平23. 1. 5内   診療所
     姫路市大津区天満２８１番地２ 常　勤:    1所　理事長　五島　亨 組織変更 胃腸内科　循環現存
     (医       1) 平29. 1. 5器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395840,2063,8 ほしたにクリニック 〒670-0836 079-222-3387干谷　安彦 干谷　安彦 平23. 2. 1耳い 皮   アレ診療所
     姫路市神屋町４丁目１番 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395940,2064,6 いけがみクリニック 〒671-0224 079-253-3288池上　修生 池上　修生 平23. 3. 1ひ   内   診療所
     姫路市別所町佐土２－１８ 常　勤:    1 新規 人工透析内科 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396040,2071,1 本多クリニック 〒670-0927 079-284-3851医療法人社団本多クリ本多　正道 平23. 5. 1精   心内 診療所
     姫路市駅前町２３２番地　しらさ常　勤:    2ニック　理事長　本多 組織変更 現存
     ぎ駅前ビル４階 (医       2)　正道 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396140,2072,9 光寿会クリニック 〒670-0947 079-225-8551特定医療法人光寿会　神村　和仁 平23. 5. 1①外科（人工透診療所
     姫路市北条１丁目３８５番地 常　勤:    1理事長　江尻　一成 移動 析） 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396240,2073,7 かじや循環器内科 〒670-0902 079-282-5078梶谷　定志 梶谷　定志 平23. 7. 1循   診療所
     姫路市白銀町３６－１中ノ門シャ常　勤:    1 新規 現存
     ポービル３階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 396340,2074,5 だいとうクリニック 〒670-0902 079-222-6789医療法人社団　だいと大頭　信義 平23. 8. 1内   他   診療所
     姫路市白銀町３６番地１中ノ門シ常　勤:    1うクリニック　理事長 移動 現存
     ャポービル２階 (医       1)　大頭　信義 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396440,2076,0 本郷小児科医院 〒670-0094 079-296-0345本郷　彰裕 本郷　彰裕 平23. 9.11小   診療所
     姫路市新在家中の町１４－１７ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396540,2077,8 姫路さくらクリニック〒670-0056 079-298-7050佐原　慶一郎 佐原　慶一郎 平23.12. 1形外 皮   美外診療所
     姫路市東今宿３丁目５－８スカイ常　勤:    1 新規 他   小外 現存
     ビル３－Ａ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396640,2079,4 みこ皮膚科クリニック〒670-0054 079-298-1535多田　祥子 多田　祥子 平24. 2. 1皮   他   診療所
     姫路市南今宿２－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396740,2080,2 野本眼科 〒670-0024 079-299-1000野本　浩之 野本　浩之 平24. 2. 1眼   診療所
     姫路市鷹匠町乙２６ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396840,2081,0 大島内科クリニック 〒672-8071 079-233-3320医療法人社団　大島内大島　誠一郎 平24. 1.30内   消   診療所
     姫路市飾磨区構３丁目２３３番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　大島　誠一郎 平30. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396940,2083,6 河原レディースクリニ〒670-0055 079-299-3622医療法人社団　河原レ河原　伸明 平24. 4. 2産   婦   診療所
     ック 姫路市神子岡前４丁目１番３号 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　河原　伸明 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397040,2085,1 赤木皮膚科クリニック〒672-8012 079-246-4112医療法人社団赤木皮膚赤木　竜也 平24. 5. 1皮   診療所
     姫路市白浜町寺家１丁目１８３番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地 (医       1)　赤木　竜也 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397140,2086,9 宮下皮膚科形成外科 〒670-0026 079-295-2087医療法人社団宮下皮膚宮下　正人 平24. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     姫路市岡町１８番地サンビル２階常　勤:    1科形成外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)宮下　正人 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 397240,2087,7 北野小児科クリニック〒670-0982 079-299-7227医療法人社団北野小児北野　義孝 平24. 5. 1小   診療所
     姫路市岡田７３－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　北野　義孝 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397340,2091,9 てらおクリニック 〒672-8071 079-243-0114医療法人社団てらおク寺尾　 太 平25. 1. 1胃   外   こう診療所
     姫路市飾磨区構２丁目２０２番地常　勤:    1リニック　理事長　寺 組織変更 現存
     (医       1)尾　 太 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397440,2092,7 西川内科医院 〒670-0912 079-282-2272医療法人社団西川内科西川　真司 平25. 1. 1他   内   消  診療所
     姫路市南町５番モルティひめじ 常　勤:    1医院　理事長　西川　 組織変更 現存
     (医       1)真司 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397540,2093,5 山田病院 〒671-1241 079-273-8311山田　倫世 山田　倫世 平25. 1.10療養        36病院
     姫路市網干区興浜３９ 常　勤:    2 交代 内   皮   現存
     (医       2) 平25. 1.10
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397640,2094,3 田仲医院 〒679-2151 079-265-1313岡島　志郎 岡島　志郎 平25. 3. 1内   診療所
     姫路市香寺町香呂６３－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397740,2096,8 こじま眼科 〒670-0906 079-293-6788兒島　淳二 兒島　淳二 平25. 2.10眼   診療所
     姫路市博労町９１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397840,2097,6 いしづか乳腺外科クリ〒670-0063 079-295-1117医療法人社団いしづか石塚　真示 平25. 3. 1外   他   診療所
     ニック 姫路市下手野三丁目３番２７号 常　勤:    1乳腺外科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　石塚　真示 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397940,2098,4 宇野津整形外科医院 〒671-2224 079-266-3401宇野津　雅哉 宇野津　雅哉 平25. 2.19整外 リハ リウ診療所
     姫路市青山西１丁目１１番１３号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398040,2099,2 せおクリニック内科眼〒672-8002 079-240-6231瀬尾　靖 瀬尾　靖 平25. 5. 1内   消   他  診療所
     科 姫路市北原２６６－１ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398140,2101,6 駅ビル眼科フクナガ 〒670-0927 079-221-3628福永　博一 福永　博一 平25. 4.30眼   診療所
     姫路市駅前町１８８番１ピオレ姫常　勤:    2 移動 現存
     路６階 (医       2) 平25. 4.30
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 398240,2102,4 小山医院 〒670-0935 079-222-0887医療法人社団小山医院小山　恒 平25. 5. 1内   消   循  診療所
     姫路市北条口２丁目１５番地 常　勤:    2　理事長　小山　恒 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398340,2103,2 すがの内科クリニック〒671-0223 079-252-7350医療法人社団すがの内菅野　雅彦 平25. 5. 1内   消   診療所
     姫路市別所町北宿１０４８番地３常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　菅野　雅彦 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398440,2104,0 医療法人社団こうのと〒670-0927 079-284-7177医療法人社団こうのと西川　誠一 平25. 4.30産   婦   診療所
     り会西川レディースク姫路市駅前町１８８番地１ピオレ常　勤:    1り会西川産婦人科　理 移動 現存
     リニック 姫路本館６階 (医       1)事長　西川　義規 平25. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398540,2105,7 山本内科医院 〒679-2151 079-232-6086医療法人社団山本内科山本　信玄 平25. 5. 1内   循   消  診療所
     姫路市香寺町香呂１０７番地１ 常　勤:    1医院　理事長　山本　 組織変更 現存
     (医       1)信玄 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398640,2106,5 おくのクリニック 〒672-8072 079-234-1100奥野　哲平 奥野　哲平 平25. 7. 1心内 精   他  診療所
     姫路市飾磨区蓼野町１１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398740,2107,3 清水小児科 〒672-8074 079-233-0432清水　滋太 清水　滋太 平25. 7. 1小   診療所
     姫路市飾磨区加茂２４６番地７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398840,2109,9 飾西さかいクリニック〒671-2216 079-266-6883医療法人社団みどりの長谷川　麻衣子 平26. 3. 1人工透析内科 診療所
     姫路市飾西字下地垣内５７３番地常　勤:    1会酒井病院　理事長　 新規 現存
     (医       1)酒井　實 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398940,2111,5 三木医院 〒671-1135 079-236-1515三木　隆 三木　隆 平26. 4. 1内   診療所
     姫路市大津区新町１丁目７０ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399040,2113,1 にしがき眼科クリニッ〒671-1252 079-240-5266西垣　惠行 西垣　惠行 平26. 5. 1眼   診療所
     ク 姫路市網干区垣内東町４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399140,2115,6 日野整形外科 〒671-1211 079-230-4141医療法人社団日野整形日野　高睦 平26. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     姫路市勝原区熊見７１番地１ 常　勤:    1外科　理事長　日野　 組織変更 現存
     (医       1)高睦 平26. 7. 1
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 399240,2116,4 原田心療クリニック 〒672-8052 079-233-2345原田　元基 原田　元基 平26. 8.10精   心内 診療所
     姫路市飾磨区玉地１－３４信光第常　勤:    1 移動 現存
     ２ビル　１Ｆ (医       1) 平26. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399340,2117,2 鈴木眼科 〒670-0982 079-297-4146鈴木　聡 鈴木　聡 平26.11. 1眼   診療所
     姫路市岡田３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399440,2118,0 佐古泌尿器科 〒672-8044 079-235-3500医療法人社団　佐古泌佐古　政典 平26.10.27ひ   診療所
     姫路市飾磨区下野田１丁目１７７常　勤:    1尿器科　理事長　佐古 移動 現存
     番 (医       1)　政典 平26.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399540,2119,8 ハトヤ・アイクリニッ〒670-0927 079-222-3822岡田　日出男 岡田　日出男 平27. 1. 1眼   診療所
     ク 姫路市駅前町２３５番地ハトヤ駅常　勤:    1 新規 現存
     前ビル２階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399640,2121,4 糖尿病内科　西詰医院〒670-0996 079-292-0092石見　鈴子 石見　鈴子 平27. 1.10内   診療所
     姫路市土山５－５－３５ 常　勤:    1 その他 ①糖尿病内科 現存
     (医       1) 平27. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399740,2122,2 姫路メディカルクリニ〒672-8071 079-234-0340医療法人社団奉志会　内田　尚子 平27. 3. 1皮   診療所
     ック 姫路市飾磨区構２丁目１４７ 常　勤:    2理事長　大西　奉文 新規 現存
     (医       2) 平27. 3. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399840,2123,0 医療法人財団清良会　〒670-0913 079-289-1234医療法人財団清良会　豊田　絵子 平27. 4. 1ひ   診療所
     姫路駅前しらさぎ健診姫路市西駅前町７３番地姫路ター常　勤:    3理事長　前田　由美 新規 現存
     クリニック ミナルスクエア３階 (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399940,2124,8 ふじわら心のクリニッ〒670-0927 079-240-5441藤原　豊 藤原　豊 平27. 4. 1精   心内 診療所
     ク 姫路市駅前町２５９ぼうしやビル常　勤:    1 新規 現存
     ４階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400040,2126,3 奥山クリニック 〒670-0804 079-289-1123奥山　誠 奥山　誠 平27. 4. 1内   小   診療所
     姫路市保城４９１－１ 常　勤:    2 交代 ②消化器内科 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 400140,2127,1 ささえ心療クリニック〒672-8084 079-239-2800笹江　岳児 笹江　岳児 平27. 5. 1心内 精   診療所
     姫路市飾磨区英賀清水町１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ２番 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400240,2128,9 山田クリニック 〒670-0074 079-293-2001医療法人社団　春容会山田　春樹 平27. 6. 1外   診療所
     姫路市御立西５丁目１６番６号 常　勤:    1　山田クリニック　理 組織変更 ①消化器内科　現存
     (医       1)事長　山田　春樹 平27. 6. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400340,2129,7 とのもとクリニック 〒670-0972 079-288-8001殿元　康仁 殿元　康仁 平27. 9. 1外   診療所
     姫路市手柄１５８－１ 常　勤:    1 新規 ①消化器内科　現存
     (医       1) 平27. 9. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400440,2130,5 にしはら乳腺クリニッ〒670-0912 079-283-6101医療法人社団にしはら西原　徳光 平27. 9. 1乳腺外科 診療所
     ク 姫路市南町１１番地キャピタルｉ常　勤:    1乳腺クリニック　理事 移動 現存
     姫路２Ｆ (医       1)長　西原　徳光 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400540,2131,3 医療法人社団光風会長〒671-1152 079-237-5252医療法人社団光風会長長久　公彦 平27. 9. 1一般        50病院
     久病院 姫路市広畑区小松町２丁目６６番常　勤:    4久病院　理事長　長久 移動 脳外 神内 リハ現存
     地１ (医       4)　公彦 平27. 9. 1心内 外   放  
     非常勤:   18 麻   
     (医      18) 循環器内科　老
     年精神科　消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400640,2132,1 クサカベ皮フ科 〒670-0806 079-289-2778日下部　圭吾 日下部　圭吾 平27.10. 1皮   診療所
     姫路市増位新町２丁目２７番地八常　勤:    1 移動 現存
     木ビル１階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400740,2134,7 整形外科ほそいクリニ〒670-0961 079-224-2003細井　波留夫 細井　波留夫 平27.10.31整外 麻   リウ診療所
     ック 姫路市南畝町２－３１浜屋ハート常　勤:    1 その他 現存
     ビル８Ｆ (医       1) 平27.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400840,2135,4 平見内科クリニック 〒670-0058 079-296-6777平見　良一 平見　良一 平28. 2. 1内   診療所
     姫路市車崎２丁目６－２２ 常　勤:    1 新規 ①循環器内科②現存
     (医       1) 平28. 2. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400940,2136,2 最上クリニック 〒670-0948 079-224-3257医療法人社団碧成会最最上　朗 平28. 2. 1耳い 診療所
     姫路市北条宮の町３７５番地１ 常　勤:    1上クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　最上　朗 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401040,2137,0 あおい神経内科クリニ〒670-0902 079-287-6558辻　香 辻　香 平28. 4. 1神内 診療所
     ック 姫路市白銀町４３ハリマヤ興産白常　勤:    1 新規 現存
     銀町ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
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 401140,2138,8 早野小児科 〒679-2151 079-232-7551早野　克典 早野　克典 平28. 4. 1小   診療所
     姫路市香寺町香呂７７－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401240,2139,6 吉田アイクリニック 〒670-0927 079-221-9615吉田　広子 吉田　広子 平28. 5. 1眼   診療所
     姫路市駅前町３２８番地三姫ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401340,2140,4 いっかく皮膚科クリニ〒671-1156 079-239-7716一角　直行 一角　直行 平28. 5. 1皮   アレ 診療所
     ック 姫路市広畑区小坂９６－１ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401440,2141,2 ひだまり高尾クリニッ〒671-2247 079-269-8687高尾　讓 高尾　讓 平28. 7. 1内   診療所
     ク 姫路市緑台１丁目７－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401540,2142,0 みどり訪問クリニック〒671-2247 079-261-9020北村　嘉章 北村　嘉章 平28.10. 1漢方内科 診療所
     姫路市緑台２丁目７番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401640,2143,8 神野病院 〒672-8044 079-235-5501医療法人社団仁和会　日髙　康博 平28.10. 1一般       103病院
     姫路市飾磨区下野田２丁目５３３常　勤:    6理事長　井上　圭介 移動 整外 内   外  現存
     番地３ (医       6) 平28.10. 1リハ リウ 形外
     非常勤:   19 放   
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401740,2144,6 野里ファミリークリニ〒670-0811 079-262-6700白井　裕生 白井　裕生 平28.12. 1内   小外 脳外診療所
     ック 姫路市野里１７６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401840,2145,3 うえのクリニック 〒670-0901 079-288-0081上野　誠 上野　誠 平28.12. 1心内 精   診療所
     姫路市西二階町１２１　３Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401940,2146,1 ファミリークリニック〒671-1261 079-271-3001平田　守利 平田　守利 平28.12. 1内   小   リハ診療所
     あぼし 姫路市余部区下余部３６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 402040,2147,9 ひろ　心ともの忘れク〒670-0972 079-281-1556 田　泰子 田　泰子 平29. 4. 1心内 精   診療所
     リニック 姫路市手柄１５８－１ 常　勤:    1 新規 ②老年精神科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402140,2148,7 門屋眼科 〒670-0074 079-292-8008堀田　郁子 堀田　郁子 平29. 3. 1眼   診療所
     姫路市御立西２丁目１０－３－１常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402240,2149,5 深津内科診療所 〒672-8035 079-234-1877医療法人社団深津内科深津　泰良 平29. 4. 1内   胃   診療所
     姫路市飾磨区中島７番地 常　勤:    2診療所　理事長　深津 組織変更 現存
     (医       2)　泰良 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402340,2150,3 前田クリニック 〒670-0965 079-262-6871医療法人社団雅会　理前田　雅春 平29. 5. 1心内 精   診療所
     姫路市東延末１丁目１２４番地 常　勤:    1事長　前田　雅春 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402440,2151,1 はりま眼科 〒671-1146 079-239-8882奥原　信一 奥原　信一 平29. 4. 1眼   診療所
     姫路市大津区大津町２－５イオン常　勤:    1 その他 現存
     モール姫路大津 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402540,2152,9 はまひらこどもクリニ〒670-0085 079-299-1213濵平　陽史 濵平　陽史 平29. 5. 1小   診療所
     ック 姫路市山吹１丁目３ー５ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402640,2153,7 メンタルクリニック心〒671-0101 079-240-7080医療法人山伍会　理事吉田　雅美 平29. 6. 1小   心内 精  診療所
     和 姫路市大塩町２９２番地３９ 常　勤:    1長　山本　英雄 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402740,2154,5 のざと眼科 〒670-0805 079-284-7577髙野　朋子 髙野　朋子 平29. 5.23眼   診療所
     姫路市西中島２３６－４ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402840,2155,2 いながき眼科 〒672-8064 079-287-6272稲垣　直人 稲垣　直人 平29. 7. 1眼   診療所
     姫路市飾磨区細江２５６０番地イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール姫路リバーシティー店(医       1) 平29. 7. 1
     ２階２０５Ａ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 402940,2156,0 はるな飾東診療所 〒671-0218 079-253-5735医療法人社団はるな整近藤　迪夫 平29. 9. 1内   診療所
     姫路市飾東町庄１２９番地２ 常　勤:    1形外科内科　理事長　 新規 現存
     (医       1)春名　宏樹 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403040,2157,8 上川ペインクリニック〒670-0012 079-280-1192上川　竜生 上川　竜生 平29. 9. 1麻   診療所
     姫路市本町２３９番地サンワプラ常　勤:    1 新規 ②ペインクリニ現存
     ザ大手前通１階 (医       1) 平29. 9. 1ック内科③緩和
     ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403140,2158,6 たまきこどもクリニッ〒670-0092 079-228-8550玉置　依子 玉置　依子 平29.11. 1小   アレ 診療所
     ク 姫路市新在家本町１丁目３番５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403240,2159,4 松島クリニック 〒670-0028 079-299-2260医療法人社団　松島ク松島　秀行 平29.12. 1精   神内 診療所
     姫路市岩端町８０－１６ 常　勤:    1リニック　理事長　松 移動 老年精神科 現存
     (医       1)島　秀行 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403340,2160,2 小嶋診療所 〒671-0111 079-254-0718小嶋　志之 小嶋　志之 平29.12.28内   診療所
     姫路市的形町的形１２５０番地 常　勤:    1 交代 消化器内 現存
     (医       1) 平29.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403440,2161,0 岸田医院 〒670-0024 079-298-6116岸田　裕志 岸田　裕志 平30. 1. 1内   診療所
     姫路市鷹匠町乙６－２ 常　勤:    1 交代 消化器内 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403540,2162,8 メディカルスキンＣＬ〒670-0961 079-287-2088河村　和夫 河　和夫（河村和夫）平30. 3. 1美容皮膚科 診療所
     クリニック美容皮膚科姫路市南畝町２－１３７第２ハヤ常　勤:    1 新規 現存
     シビル１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403640,2163,6 中林産婦人科クリニッ〒670-0808 079-282-6581医療法人社団　中林産中林　幸士 平30. 2. 1一般        16診療所
     ク 姫路市白国１丁目３番３０号 常　勤:    1婦人科クリニック　理 組織変更 産婦人科（産科現存
     (医       1)事長　中林　幸士 平30. 2. 1、婦人科、不妊
     非常勤:    3 治療）
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403740,2164,4 医療法人はぐくみ会　〒670-0921 079-223-8989医療法人　はぐくみ会柏原　米男 平30. 4. 1小   アレ 診療所
     わたまちキッズクリニ姫路市綿町８３番地わたまちこど常　勤:    1　理事長　東出　崇 新規 現存
     ック もビルディング２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
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 403840,2165,1 うおずみ耳鼻咽喉科 〒672-8051 079-231-1133魚住　真樹 魚住　真樹 平30. 4. 1耳い 診療所
     姫路市飾磨区清水１８１番地　さ常　勤:    1 新規 現存
     くらビル１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403940,2166,9 さわだ内科・呼吸器ク〒670-0942 079-226-3381澤田　茂樹 澤田　茂樹 平30. 5. 1呼内 外   内  診療所
     リニック 姫路市日出町３丁目３８－１東姫常　勤:    1 新規 現存
     路駅前メディカルプラザ２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404040,2167,7 やまだ皮膚科クリニッ〒670-0912 079-282-8612山田　 山田　 平30. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     ク 姫路市南町５番モルティひめじ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404140,2168,5 まつばらクリニック　〒670-0927 079-283-3717松原　重治 松原　重治 平30. 5. 1ひ   診療所
     泌尿器科 姫路市駅前町２７１番地姫路駅前常　勤:    1 新規 現存
     メディカルガーデン２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404240,2169,3 親とこどものクリニッ〒672-8084 079-230-0873医療法人社団　親とこ松本　享 平30. 5. 1小   アレ 診療所
     ク　ｏｈａｎａ 姫路市飾磨区英賀清水町一丁目３常　勤:    1どものクリニック　ｏ 組織変更 現存
     ２番 (医       1)ｈａｎａ　理事長　松 平30. 5. 1
     本　享
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404340,2170,1 岡田内科 〒671-1141 079-236-6330医療法人社団　岡田内岡田　究 平30. 5. 1内   呼内 診療所
     姫路市大津区西土井２７番６ 常　勤:    2科　理事長　岡田　究 移動 消化器内科 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404440,2171,9 いくはし女性クリニッ〒670-0972 079-234-3080瓦家　裕美 瓦家　裕美 平30. 5. 1産婦 診療所
     ク 姫路市手柄２丁目１番１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404540,2172,7 やまもと皮膚科・漢方〒670-0927 079-283-1112山本　篤志 山本　篤志 平30. 6. 1皮   診療所
     クリニック 姫路市駅前町２７１番地姫路駅前常　勤:    1 新規 漢方皮膚科、小現存
     メディカルガーデン３Ｆ (医       1) 平30. 6. 1児皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404641,0053,9 医療法人味木会　太子〒671-1561 079-277-1616医療法人　味木会　理味木　勝一 昭44.11. 1一般        41病院
     (41,0017,0) 病院 揖保郡太子町鵤３８７ 常　勤:    7事長　味木　浩 療養        91現存
     (医       4) 平29.11. 1内   胃   外  
     (歯       3) 整外 リハ 放  
     非常勤:   18 麻   歯   歯外
     (医      16)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 404741,0058,8 冨岡外科医院 〒671-1532 冨岡　治彦 冨岡　治彦 昭46. 2. 1一般    診療所
     揖保郡太子町糸井９１－１ 常　勤:    1 消   外   麻  現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404841,0067,9 佐久間医院 〒671-1561 佐久間　成晴 佐久間　成晴 昭58. 1. 9一般    診療所
     揖保郡太子町鵤１３６１－１ 常　勤:    1 耳い 現存
     (医       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404941,0072,9 医療法人古橋会　揖保〒671-1601 0791-72-3050医療法人　古橋会　理古橋　淳夫 昭61. 2. 1精神       360病院
     川病院 たつの市揖保川町半田７０３－１常　勤:    8事長　古橋　淳夫 神内 精   現存
     (医       8) 平28. 2. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405041,0075,2 江尻クリニック 〒671-1561 江尻　一成 江尻　一成 昭63. 1. 1内   診療所
     揖保郡太子町鵤字長福寺８６９－常　勤:    2 現存
     １ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405141,0081,0 医療法人社団景珠会　〒679-4315 0791-75-1222医療法人社団　景珠会八重垣　璟司 平 2. 4. 1一般        49病院
     八重垣病院 たつの市新宮町井野原５３１－２常　勤:    4　八重垣病院　理事長 療養        59現存
     (医       4)　八重垣　璟司 平29. 4. 1外   内   眼  
     非常勤:   10 皮   整外 リハ
     (医      10) 放   麻   
     消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405241,0082,8 森沢医院 〒671-1561 0792-76-0003森澤　英一 森澤　英一 平 2.10. 1内   循   小  診療所
     揖保郡太子町鵤１３８９－５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405341,0086,9 二ノ丸内科 〒671-1531 079-277-0308医療法人社団　二ノ丸二ノ丸　眞也 平 5. 6. 1内   呼   胃  診療所
     揖保郡太子町立岡１２３ 常　勤:    1内科　理事長　二ノ丸 循   現存
     (医       1)　眞也 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405441,0087,7 清水内科医院 〒679-4313 0791-75-0088清水　映二 清水　映二 平 5. 8. 2内   胃   小  診療所
     たつの市新宮町新宮８０－２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405541,0089,3 石原眼科医院 〒671-1523 0792-77-6207石原　涼子 石原　涼子 平 6. 2. 1眼   診療所
     揖保郡太子町東南７３７－１６０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 405641,0091,9 富井外科・脳神経外科〒671-1575 0792-77-5777医療法人社団富医会　富井　久雄 平 6. 5. 1一般    診療所
     医院 揖保郡太子町佐用岡２７－１ 常　勤:    2理事長　富井　久雄 外   脳外 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405741,0094,3 きしの内科医院 〒671-1664 岸野　吉博 岸野　吉博 平 7. 5. 1内   消   小  診療所
     たつの市揖保川町金剛山５５０－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405841,0096,8 米花クリニック 〒671-1621 0791-72-6565医療法人社団　米花ク米花　正晴 平 8. 3. 1外   内   整外診療所
     たつの市揖保川町正條１８８－３常　勤:    2リニック　理事長　米 リハ 現存
     (医       2)花　正晴 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405941,0098,4 正条クリニック 〒671-1631 0791-72-2033山本　城太 山本　城太 平 9. 5. 1内   小   診療所
     たつの市揖保川町山津屋９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406041,0099,2 中村医院 〒671-1643 0791-72-5915中村　博文 中村　博文 平 9. 6. 1内   呼   小  診療所
     たつの市揖保川町神戸北山１５４常　勤:    1 交代 リハ 現存
     －１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406141,0101,6 植田医院 〒671-1341 07932-2-0048植田　基生 植田　基生 平 9.10. 1内   消   循  診療所
     たつの市御津町釜屋２１８－６ 常　勤:    2 移動 小   皮   現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406241,0104,0 堀田医院 〒679-4346 0791-75-1215堀田　衛 堀田　衛 平12. 1. 1整外 内   リハ診療所
     たつの市新宮町千本１９１８－１常　勤:    1 交代 リウ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406341,0105,7 藤末内科循環器科クリ〒671-1341 07932-2-3600医療法人社団藤和会　藤末　龍 平12. 5. 1内   循   診療所
     ニック たつの市御津町釜屋９９－１５ 常　勤:    1理事長　藤末　龍 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406441,0107,3 兵庫県立粒子線医療セ〒679-5165 0791-58-0100兵庫県知事　井戸　敏沖本　智昭 平14.12. 1一般 病院
     ンター たつの市新宮町光都１丁目２番１常　勤:    7三 新規     一般    50現存
     号 (医       7) 平26.12. 1放   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406541,0108,1 くわたクリニック 〒671-1534 0792-75-1567桑田　博史 桑田　博史 平15. 8. 1内   呼   小  診療所
     揖保郡太子町福地３６５－１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
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 406641,0109,9 松浦眼科医院 〒671-1524 079-276-0010医療法人社団雅眸会　松浦　雅史 平17. 3. 1眼   診療所
     揖保郡太子町東保２０－４ 常　勤:    1理事長　松浦　雅史 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406741,0111,5 うえおかクリニック 〒671-1535 079-275-2666医療法人社団　翔央会上岡　路明 平18. 6. 1外   消   呼  診療所
     揖保郡太子町蓮常寺１０３番地１常　勤:    1　うえおかクリニック 組織変更 循   リハ 麻  現存
     (医       1)　理事長　上岡　路明 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406841,0113,1 野村医院 〒671-1524 079-276-0322野村　忠彦 野村　忠彦 平20. 4. 1婦   小   診療所
     揖保郡太子町東保１３４－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406941,0115,6 開発医院 〒671-1511 079-277-0025開發　直明 開發　直明 平23. 8. 1内   循   診療所
     揖保郡太子町太田１５１７－１ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407041,0116,4 たけきだ耳鼻咽喉科ク〒671-1543 079-275-1133医療法人社団　博仁会武木田　誠一 平25. 7. 1耳い 診療所
     リニック 揖保郡太子町沖代１６２番地１ 常　勤:    1　理事長　武木田　博 組織変更 現存
     (医       1)祐 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407141,0117,2 ささき整形外科クリニ〒671-1523 079-276-7070佐々木　剛 佐々木　剛 平27. 2. 1整外 リハ 診療所
     ック 揖保郡太子町東南３４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407241,0118,0 医療法人社団　上田内〒671-1574 079-277-2894医療法人社団　上田内上田　久志 平27. 2. 1内   診療所
     科クリニック 揖保郡太子町松ケ下２７４番地１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　上田　久志 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407341,0119,8 たかはしこどもクリニ〒671-1561 079-287-6701高橋　宏暢 高橋　宏暢 平27.11. 1小   アレ 診療所
     ック 揖保郡太子町鵤４３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407441,0121,4 室井メディカルオフィ〒671-1522 079-277-0531医療法人社団　ほがら髙森　信岳 平28. 9. 1一般        19診療所
     ス 揖保郡太子町矢田部３３５－１ 常　勤:    2か会　理事長　髙森　 移動 内   整外 リハ現存
     (医       2)信岳 平28. 9. 1心内 精   
     非常勤:    2 緩和ケア外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407542,0014,9 杉本医院 〒678-0031 杉本　敏夫 杉本　敏夫 昭35.10.17産   婦   診療所
     相生市旭３丁目１１－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.17
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 407642,0029,7 相生市民病院 〒678-0008 07912-2-7126相生市長　谷口　芳紀佐野　智英 昭35. 4. 1一般        61病院
     相生市栄町５－１２ 常　勤:    2 内   外   呼内現存
     (医       2) 平29. 4. 1放   
     非常勤:   19 循内　こう外　
     (医      19) 乳外　消内　消
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407742,0030,5 ＩＨＩ相生事業所診療〒678-0041 0791-24-2323株式会社ＩＨＩ　代表山下　剛司 昭35.12. 1内   整外 心内診療所
     所 相生市相生５２９２ 常　勤:    1取締役社長　満岡　次 精   現存
     (医       1)郎 平29.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407842,0051,1 ＩＨＩ播磨病院 〒678-0031 07912-2-0380ＩＨＩグループ健康保西川　梅雄 昭49. 4. 1一般       180病院
     相生市旭３丁目５－１５ 常　勤:   17険組合　理事長　志田 内   外   整外現存
     (医      17)　真人 平28. 4. 1眼   耳い 皮  
     非常勤:   23 放   リハ 麻  
     (医      23) 神内 精   リウ
     アレ ひ   
     ⑬消化器内科⑮
     腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407942,0056,0 長浜医院 〒678-0007 長浜　通正 長浜　通正 昭55. 6. 1皮ひ 診療所
     相生市陸本町１５－２６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408042,0062,8 中林内科医院 〒678-0024 0791-23-5003医療法人社団　中林内中林　弘好 平 2. 4. 1内   小   診療所
     相生市双葉２丁目１７番３４号 常　勤:    1科医院　理事長　中林 現存
     (医       1)　弘好 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408142,0064,4 栗尾整形外科 〒678-0066 07912-3-6666栗尾　重徳 栗尾　重徳 平 4. 6. 1一般        19診療所
     相生市山崎町２２７－１ 常　勤:    1 内   神内 整外現存
     (医       1) 平28. 6. 1リハ 放   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408242,0067,7 きょう整形外科医院 〒678-0023 0791-22-7000医療法人社団　向寿会京　寿学 平 7.12. 1一般         5診療所
     相生市向陽台２－２８ 常　勤:    1　きょう整形外科　理 療養        12現存
     (医       1)事長　京　寿学 平28.12. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408342,0069,3 半田クリニック 〒678-0001 0791-22-0068医療法人社団博友会　半田　齊 平 8. 8. 1外   内   小  診療所
     相生市山手２丁目２２１ 常　勤:    1理事長　半田　齊 ひ   産   婦  現存
     (医       1) 平29. 8. 1胃腸内科　肛門
     非常勤:    4 外科
     (医       4)
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 408442,0071,9 はぎの内科クリニック〒678-0042 0791-24-3333萩野　晴彦 萩野　晴彦 平11. 8. 1内   消   小  診療所
     相生市川原町１４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408542,0072,7 坂尾クリニック 〒678-0052 0791-22-8650医療法人社団　魚橋会坂尾　宣充 平12.12. 1内   小   呼内診療所
     相生市大島町１１－３０ 常　勤:    2　理事長　魚橋　武司 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408642,0073,5 尾崎内科クリニック 〒678-0071 0791-24-7070尾崎　正氣 尾崎　正氣 平16. 2. 1内   循   消  診療所
     相生市緑ケ丘３丁目３－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408742,0075,0 内藤医院 〒678-0007 0791-22-0672医療法人社団内藤医院木村　智子 平16. 5. 7眼   耳い 診療所
     相生市陸本町１６番２７号 常　勤:    1　理事長　木村　智子 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408842,0076,8 酒井医院 〒678-0007 0791-22-4970酒井　弘典 酒井　弘典 平17.11. 1内   外   リハ診療所
     相生市陸本町１１４１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408942,0077,6 医療法人社団天馬会　〒678-0031 0791-22-0656医療法人社団天馬会　半田　佳彦 平18. 3.10一般 病院
     半田中央病院 相生市旭３丁目２番１８号 常　勤:    3理事長　半田　佳彦 組織変更     一般    95現存
     (医       3) 平30. 3.10一般
     非常勤:   65     療養    35
     (医      65) 内   精   神  
     消   小   外  
     整外 脳外 皮  
     ひ   眼   気食
     リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409042,0078,4 魚橋病院 〒678-0081 0791-28-1395医療法人社団　魚橋会魚橋　哲夫 平19. 5. 1一般 病院
     (42,0055,8) 相生市若狭野町若狭野２３５－２常　勤:   13　理事長　魚橋　武司 組織変更     一般    20現存
     ６ (医      12) 平25. 5. 1療養
     (歯       1)     療養    43
     非常勤:   15 精神
     (医      14)     精神   311
     (歯       1) 内   精   神内
     循   呼   皮  
     リハ 歯   小歯
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409142,0079,2 耳鼻咽喉科しんりゅう〒678-0006 0791-56-6287李　進隆 李　進隆 平22. 3. 1耳い 診療所
     クリニック 相生市本郷町１－１相生Ｔ・Ｋビ常　勤:    2 新規 現存
     ル２Ｆ (医       2) 平28. 3. 1
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 409242,0080,0 みどりクリニック 〒678-0006 0791-56-6330医療法人社団魚橋会　折田　暁尚 平22. 6. 1心内 内   精  診療所
     相生市本郷町１番１号相生医療ビ常　勤:    2理事長　魚橋　武司 新規 神内 現存
     ル３Ｆ (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409342,0081,8 佐藤泌尿器科 〒678-0006 0791-56-6345佐藤　尚 佐藤　尚 平22. 7. 1ひ   診療所
     相生市本郷町１番１号相生医療ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409442,0083,4 みちこクリニック 〒678-0007 0791-22-5080長濱　通子 長濱　通子 平26.10.23皮   診療所
     相生市陸本町１５－２１ 常　勤:    1 交代 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平26.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409542,0084,2 むらせ　赤ちゃんこど〒678-0023 0791-24-7300村瀨　真紀 村瀨　真紀 平28.10. 1小   内   診療所
     もクリニック 相生市向陽台２番１８号 常　勤:    1 新規 ②新生児内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409642,0085,9 ノア整形外科クリニッ〒678-0054 0791-56-5700半田　紀彦 半田　紀彦 平29. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 相生市那波西本町１番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409742,0086,7 瞳クリニック 〒678-0053 0791-23-7837医療法人社団　瞳クリ吉田　泰伸 平29. 5. 1眼   診療所
     相生市那波南本町５番１９号 常　勤:    1ニック　理事長　吉田 組織変更 現存
     (医       1)　泰伸 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409843,0032,9 赤穂記念病院加里屋診〒678-0239 0791-43-2717医療法人櫻仁会　理事松尾　裕三 昭37. 1. 1内   リウ 診療所
     療所 赤穂市加里屋２００９－１ 常　勤:    1長　花房　 生 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409943,0033,7 赤穂記念病院 〒678-0201 0791-43-2715医療法人櫻仁会　理事花房　 生 昭37. 1. 1療養       114病院
     赤穂市塩屋３４５０－５ 常　勤:    1長　花房　 生 内   呼   循  現存
     (医       1) 平28. 1. 1消   リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410043,0048,5 赤穂市民病院福浦診療〒678-0257 0791-43-3222赤穂市長　明石　元秀横山　正 昭38. 9. 1内   外   診療所
     所 赤穂市福浦１９４８番地１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   449 頁

 410143,0057,6 株式会社　日本海水赤〒678-0239 07914-3-5888株式会社日本海水赤穂澤田　周 昭40. 5. 1内   診療所
     穂工場診療所 赤穂市加里屋字加藤９７４ 常　勤:    1工場　工場長　塩崎　 休止
     (医       1)成治 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410243,0061,8 医療法人伯鳳会　赤穂〒678-0241 0791-45-1111医療法人伯鳳会　理事長尾　俊彦 昭45. 5. 1一般       265病院
     (43,0032,5) 中央病院 赤穂市惣門町５２－６ 常　勤:   26長　古城　資久 内   外   心外現存
     (医      26) 平30. 5. 1整外 脳外 産婦
     非常勤:   50 小   アレ ひ  
     (医      46) 皮   眼   耳い
     (歯       4) リハ 神内 精  
     放   麻   歯外
     矯歯 形外 呼外
     呼内 
     循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410343,0064,2 シオヤ外科胃腸科医院〒678-0255 0791-43-4712田渕　禎 田渕　禎 昭49. 4. 1一般        19診療所
     赤穂市新田字古浜５６－１ 常　勤:    1 胃   外   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410443,0068,3 赤穂市民病院西部診療〒678-0255 0791-43-2343赤穂市長　明石　元秀白石　英幸 昭53. 1. 1内   診療所
     所 赤穂市新田１０１１番地１ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410543,0070,9 赤穂市民病院高雄診療〒678-0163 07914-8-0995赤穂市長　明石　元秀高原　秀典 昭53.12. 1内   診療所
     所 赤穂市高雄２１４３番地１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410643,0072,5 医療法人千水会　赤穂〒678-0173 07914-8-8087医療法人千水会赤穂仁深井　光浩 昭54. 5. 1精神       247病院
     仁泉病院 赤穂市浜市４０８ 常　勤:    7泉病院　理事長　深井 精   神内 心内現存
     (医       7)　延浩 平30. 5. 1内   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410743,0078,2 石川眼科 〒678-0233 0791-42-1010石川　和夫 石川　和夫 昭57.11. 1一般         7診療所
     赤穂市加里屋中洲４丁目３２－２常　勤:    2 眼   現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410843,0080,8 渡辺内科小児科医院 〒678-0205 07914-2-3884渡 　節雄 渡 　節雄 昭59. 5. 1内   小   診療所
     赤穂市大町１１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 410943,0082,4 福田産婦人科麻酔科 〒678-0239 07914-3-5357福田　操男 福田　操男 昭60. 7. 1一般        16診療所
     赤穂市加里屋駅前町３０－９ 常　勤:    1 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411043,0083,2 杉口整形外科 〒678-0233 0791-45-1451杉口　利彦 杉口　利彦 昭61.11. 1一般    診療所
     赤穂市加里屋中洲５－１５－１ 常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411143,0084,0 田淵医院 〒678-0237 07914-3-4114田淵　誠一 田淵　誠一 昭62.11. 1内   循   診療所
     赤穂市上仮屋北１４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411243,0085,7 松本クリニック 〒678-0232 0791-42-0036医療法人社団松本クリ三上　雅美 平元. 8. 1一般        15診療所
     赤穂市中広１０５７ 常　勤:    2ニック　理事長　三上 内   放   リハ現存
     (医       2)　雅美 平28. 8. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411343,0087,3 正木医院 〒678-0258 07914-5-3555正木　善告 正木　善告 平 5. 9. 1内   胃   リハ診療所
     赤穂市古浜町１７４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411443,0088,1 三木内科 〒678-0239 07914-2-1771三木　宏志 三木　宏志 平 6. 4. 1内   循   診療所
     赤穂市加里屋４２－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411543,0089,9 黒田医院 〒678-0224 0791-43-5210医療法人社団黒田如水黒田　和司 平 6. 8. 1小   内   診療所
     赤穂市元沖町５１番地 常　勤:    1会黒田医院　理事長　 現存
     (医       1)黒田　和司 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411643,0091,5 梶原外科 〒678-0226 07914-2-9934梶原　達観 梶原　達観 平 7. 5. 1一般        19診療所
     赤穂市さつき町３５－２ 常　勤:    1 胃   消   外  現存
     (医       1) 平28. 5. 1整外 こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411743,0093,1 岩谷内科 〒678-0221 07914-5-2888岩谷　直樹 岩谷　直樹 平 8.12. 1内   診療所
     赤穂市尾崎３１４３－５４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411843,0094,9 山中クリニック 〒678-0255 07914-2-5556山中　晶雄 山中　晶雄 平 9.12. 1耳い 診療所
     赤穂市新田２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 411943,0095,6 赤穂市民病院 〒678-0232 0791-43-3222赤穂市長　明石　元秀藤井　隆 平10. 2.11一般       392病院
     (43,0042,4) 赤穂市中広１０９０番地 常　勤:   53 移動 一般（感染） 現存
     (医      51) 平28. 2.11             4
     (歯       2) 内   呼   心外
     非常勤:   39 外   小   眼  
     (医      36) 脳外 整外 産婦
     (歯       3) 皮   形外 耳い
     ひ   放   麻  
     歯外 精   心内
     消化器外科　循
     環器科　消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412043,0097,2 医療法人伯鳳会イオン〒678-0232 0791-46-4666医療法人伯鳳会　理事 畑　誠 平12. 8. 1小   アレ 内  診療所
     診療所 赤穂市中広字別所５５番３ 常　勤:    1長　古城　資久 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412143,0098,0 堀クリニック 〒678-0239 0791-43-6066堀　康郎 堀　康郎 平13. 4. 1内   循   診療所
     赤穂市加里屋２９０－１０プラッ常　勤:    1 新規 現存
     ト赤穂駅ビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412243,0101,2 藤野内科クリニック 〒678-0239 0791-42-1077藤野　邦男 藤野　邦男 平13.10. 1内   消   診療所
     赤穂市加里屋６４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412343,0102,0 中村内科医院 〒678-0239 0791-46-0012中村　隆彦 中村　隆彦 平13.12. 1内   消   診療所
     赤穂市加里屋２１６４－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412443,0104,6 赤穂市民病院有年診療〒678-1185 0791-49-3703赤穂市長　明石　元秀野島　邦治 平15.10. 1内   診療所
     所 赤穂市東有年６５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412543,0105,3 澤田医院 〒678-0172 0791-48-8149澤田　周 澤田　周 平17. 1.12内   診療所
     赤穂市坂越２１９１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412643,0108,7 宮崎クリニック 〒678-0259 0791-43-4877宮崎　医津博 宮崎　医津博 平17. 6. 1内   外   こう診療所
     赤穂市黒崎町８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
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 412743,0109,5 中川眼科クリニック 〒678-0239 0791-56-9127中川　直之 中川　直之 平18.10. 1眼   診療所
     赤穂市加里屋２９０番地の１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412843,0111,1 きむクリニック 〒678-0248 0791-45-7355金　秀浩 金　秀浩 平18.12. 1内   脳外 外  診療所
     赤穂市板屋町３７８番地 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412943,0112,9 大嶋皮膚科医院 〒678-0239 0791-43-6900西谷　 樹 西谷　 樹 平19. 1. 1皮   他   形外診療所
     赤穂市加里屋６６の２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413043,0113,7 医療法人伯鳳会　赤穂〒678-0239 0791-45-1111医療法人伯鳳会　理事西岡　聖 平19. 4. 1療養 病院
     (43,0045,7) はくほう会病院 赤穂市加里屋字新町９９番地 常　勤:    7長　古城　資久 移動     療養    33現存
     (医       3) 平25. 4. 1内   外   心外
     (歯       4) 整外 脳外 神内
     非常勤:   73 精   小   ひ  
     (医      70) 耳い 眼   皮  
     (歯       3) 歯外 矯歯 リハ
     形外 呼外 呼内
     循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413143,0114,5 てんわかかりつけ医院〒678-0256 0791-43-7411医療法人社団　てんわ馬場　清志 平19. 6. 1内   診療所
     赤穂市鷆和９５番地３４号 常　勤:    1かかりつけ医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　馬場　清志 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413243,0115,2 秋山成長クリニック 〒678-0239 0791-46-4115荒木　久美子 荒木　久美子 平20. 1. 1小   診療所
     赤穂市加里屋２９０番地の１０プ常　勤:    1 交代 現存
     ラット赤穂２階 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413343,0116,0 石川整形外科医院 〒678-0232 0791-45-1717石川　雅久 石川　雅久 平21.12.25一般 診療所
     赤穂市中広８８１－４番地 常　勤:    1 交代     一般    13現存
     (医       1) 平27.12.25療養
         療養     6
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413443,0118,6 おおしま眼科 〒678-0222 0791-45-7890医療法人社団おおしま大島　富太郎 平25. 1. 1眼   診療所
     赤穂市東浜町１８番地 常　勤:    1眼科　理事長　大島　 組織変更 現存
     (医       1)富太郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 413543,0120,2 たけもとクリニック 〒678-0239 0791-56-5012武本　啓 武本　啓 平25. 5. 1皮   形外 診療所
     赤穂市加里屋２１６４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413643,0122,8 くぼかわ医院 〒678-0239 0791-42-2140久保川　潔 久保川　潔 平27. 4. 6内   小   外  診療所
     赤穂市加里屋１７３８ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平27. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413743,0123,6 医療法人社団　きっか〒678-0221 0791-43-1811医療法人社団　きっか吉川　正德 平28.12. 1整外 リハ リウ診療所
     わ整形外科 赤穂市尾崎３１５４番地６５ 常　勤:    1わ整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)吉川　正德 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413843,0124,4 医療法人社団　せの内〒678-0221 0791-56-5115医療法人社団　せの内瀬野　匡巳 平30. 5. 1内   呼内 診療所
     科クリニック 赤穂市尾崎３１５８番地６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)　瀬野　匡巳 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413944,0042,6 由利医院 〒668-0041 07962-2-2382由利　弘一郎 由利　弘一郎 昭52. 2. 1内   消   循  診療所
     豊岡市大磯町９－５３ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414044,0053,3 たじま農協診療所 〒669-6124 07962-8-3191たじま農業協同組合　中田　正久 昭61. 7. 1内   小   外  診療所
     豊岡市気比２７１１ 常　勤:    1代表理事組合長　尾﨑 現存
     (医       1)　市朗 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414144,0059,0 麻生皮膚科医院 〒668-0044 07962-2-3043麻生　泰成 麻生　泰成 平元. 2. 1皮   診療所
     豊岡市山王町１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414244,0062,4 小幡内科医院 〒668-0013 0796-24-2511小幡　泰憲 小幡　泰憲 平 3. 4. 1内   呼   循  診療所
     豊岡市中陰３７６ー２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414344,0063,2 しらゆり診療所 〒668-0022 0796-24-7201長谷川　正宣 長谷川　正宣 平 4.10. 1一般    診療所
     豊岡市小田井町１７－７ 常　勤:    2 内   麻   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414444,0064,0 モリヤマ診療所 〒668-0043 0796-23-5100守山　稔 守山　稔 平 4.11. 1胃   外   こう診療所
     豊岡市桜町１１－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 414544,0066,5 あかまつ小児科 〒668-0052 0796-22-0700赤松　亮 赤松　亮 平 5.10. 1小   診療所
     豊岡市九日市下町１１９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414644,0067,3 中治内科クリニック 〒668-0042 0796-24-1890医療法人社団中治内科中治　隆宏 平 5.12. 1内   消   循  診療所
     豊岡市京町５－４３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 小   現存
     (医       1)中治　隆宏 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414744,0068,1 中島医院 〒668-0064 中島　俊吾 中島　俊吾 平 6. 2. 1内   胃   診療所
     豊岡市高屋１０５４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414844,0069,9 ろっぽう診療所 〒668-0852 0796-24-7007たじま医療生活協同組藤井　高雄 平 8. 6. 1内   小   リハ診療所
     豊岡市今森４６５番地の１ 常　勤:    1合　理事長　千葉　裕 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414944,0073,1 いがらし医院 〒668-0045 0796-29-2766五十嵐　祐一郎 五十嵐　祐一郎 平 9.12. 1内   循   診療所
     豊岡市城南町５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415044,0074,9 川端整形外科 〒668-0063 0796-24-6688川端　強 川端　強 平10. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     豊岡市正法寺３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415144,0075,6 江本内科クリニック 〒668-0852 0796-29-0333舟木　千明 舟木　千明 平10. 5. 1内   循   消  診療所
     豊岡市江本５０３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415244,0076,4 浮田整形外科医院 〒668-0027 0796-29-0017浮田　豊彦 浮田　豊彦 平10. 5. 1整外 リハ 診療所
     豊岡市若松町７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415344,0077,2 クリニック冨江 〒668-0027 0796-22-3100冨江　康史 冨江　康史 平11. 4. 1胃   内   皮  診療所
     豊岡市若松町５－３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415444,0078,0 田中クリニック 〒668-0063 0796-29-3100田中　洋 田中　洋 平11. 5. 1内   消   診療所
     豊岡市正法寺６３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415544,0079,8 舟木内科医院 〒668-0042 0796-22-3538舟木　宏 舟木　宏 平11. 7.13内   呼   消  診療所
     豊岡市京町３－２１ 常　勤:    1 交代 循   小   現存
     (医       1) 平29. 7.13
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 415644,0080,6 小西整形外科医院 〒668-0033 0796-29-0855小西　一生 小西　一生 平12. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     豊岡市中央町３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415744,0082,2 さくらクリニック 〒668-0057 0796-23-8668小澤　邦顕 小澤　邦顕 平15. 3. 1療養 診療所
     豊岡市弥栄町１番３２号 常　勤:    1 新規     療養    19現存
     (医       1) 平27. 3. 1内   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415844,0083,0 中田医院 〒669-6122 0796-28-2016中田　正久 中田　正久 平16. 3.13内   小   外  診療所
     豊岡市瀬戸７７－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415944,0084,8 吉田クリニック 〒668-0844 0796-26-8188吉田　仁志 吉田　仁志 平16. 5. 1内   消   小  診療所
     豊岡市 渕字長畑１３３番地の１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416044,0085,5 豊岡市立高橋診療所 〒668-0373 0796-55-0036豊岡市長　中貝　宗治太田　秀明 平17. 4. 1内   小   外  診療所
     豊岡市但東町久畑１２６番地 常　勤:    1 交代 眼   形外 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416144,0087,1 豊岡市立神鍋診療所 〒669-5372 0796-45-0003豊岡市長　中貝　宗治上坂　邦夫 平17. 4. 1内   外   診療所
     豊岡市日高町栗栖野６０番地３４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416244,0088,9 豊岡市立森本診療所 〒669-6332 0796-48-0001豊岡市長　中貝　宗治赤丸　悟志 平17. 4. 1内   診療所
     豊岡市竹野町森本５１３番地の１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416344,0089,7 由良内科クリニック 〒668-0225 0796-52-2006由良　妃早子 由良　妃早子 平17. 4. 1内   診療所
     豊岡市出石町八木３６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416444,0091,3 豊岡市国民健康保険資〒668-0345 0796-56-0303豊岡市長　中貝　宗治藤本　正人 平17. 4. 1内   外   脳外診療所
     母診療所 豊岡市但東町中山７８８番地 常　勤:    1 交代 眼   形外 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416544,0092,1 小林こどもクリニック〒668-0064 0796-29-3353小林　哲 小林　哲 平17. 5. 1小   診療所
     豊岡市高屋９８７番地の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 416644,0093,9 公立豊岡病院組合立豊〒668-8501 0796-22-6111公立豊岡病院組合　管三輪　聡一 平17. 5. 1一般 病院
     (44,0040,6) 岡病院 豊岡市戸牧１０９４番地 常　勤:  118理者　井上　鉄也 移動     一般   463現存
     (医     113) 平29. 5. 1精神        51
     (歯       5) 一般（感染）
     非常勤:   24     感染     4
     (医      23) 内   精   脳内
     (歯       1) 呼内 消   リウ
     小   外   整外
     形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 麻   歯外
     矯歯 リハ 放  
     病理 
     循内　内糖内　
     緩ケ内　乳外　
     胸・心外　救急
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416744,0094,7 中沢医院 〒668-0224 0796-52-5803中澤　洋 中澤　洋 平17. 4.21小   内   診療所
     豊岡市出石町本町６６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416844,0095,4 藤原医院 〒668-0236 0796-52-2301藤原　武 藤原　武 平17. 7. 1内   外   循  診療所
     豊岡市出石町松枝１０５ 常　勤:    2 交代 消   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416944,0096,2 つるさこ耳鼻咽喉科 〒669-5321 0796-42-5800医療法人社団つるさこ鶴迫　裕一 平18. 1. 5耳い 診療所
     豊岡市日高町土居１７０番地の１常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)鶴迫　裕一 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417044,0099,6 賀嶋医院 〒669-6201 0796-47-0005医療法人社団賀嶋医院賀嶋　直隆 平19. 2. 1内   小   アレ診療所
     豊岡市竹野町竹野２５１０ 常　勤:    1　理事長　賀嶋　直隆 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417144,0101,0 野田消化器科クリニッ〒669-5302 0796-42-1022野田　昌男 野田　昌男 平19. 4. 1内   消   診療所
     ク 豊岡市日高町岩中２１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 417244,0103,6 きょうこ内科クリニッ〒668-0024 0796-24-7772舟木　今日子 舟木　今日子 平19.10. 1内   循   診療所
     ク 豊岡市寿町２－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417344,0104,4 はながき皮フ科・形成〒668-0014 0796-26-1231花垣　博史 花垣　博史 平19.12. 1皮   形外 診療所
     外科クリニック 豊岡市野田１４９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417444,0105,1 ゆう眼科クリニック 〒668-0065 0796-22-1146湯　才勇 湯　才勇 平20. 8. 1眼   診療所
     豊岡市戸牧５３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417544,0106,9 風（ふぅ）発達クリニ〒668-0065 0796-37-8001社会福祉法人　神戸聖太田垣　綾美 平21. 5. 1小   精   神内診療所
     ック 豊岡市戸牧１０２９－１１ 常　勤:    1隷福祉事業団　理事長 新規 現存
     (医       1)　水野　雄二 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417644,0107,7 しば耳鼻咽喉科医院 〒668-0065 0796-29-0115柴　宏巳 柴　宏巳 平22. 1. 1耳い 診療所
     豊岡市戸牧２９９番地の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417744,0108,5 えんどう医院 〒668-0032 0796-22-2003遠藤　一郎 遠藤　一郎 平22. 2. 1耳い 他   診療所
     豊岡市千代田町９番３号 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417844,0109,3 豊岡市立休日急病診療〒668-0046 0796-23-9219豊岡市長　中貝　宗治田中　洋 平22. 5. 2内   小   診療所
     所 豊岡市立野町１２番１２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 2
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417944,0111,9 大西眼科医院 〒668-0025 0796-24-2424医療法人社団大西眼科大西　雅憲 平23. 6. 1眼   診療所
     豊岡市幸町１番２７号 常　勤:    2医院　理事長　大西　 移動 現存
     (医       2)雅憲 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418044,0112,7 高石医院 〒668-0026 0796-34-6399髙石　俊一 髙石　俊一 平24. 5. 1精   診療所
     豊岡市元町１２－６アクシス元町常　勤:    1 新規 現存
     １階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418144,0113,5 やすだ内科クリニック〒668-0065 0796-22-1159医療法人社団やすだ内安田　和人 平24. 6. 1内   呼   診療所
     豊岡市戸牧３７番地の５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　安田　和人 平30. 6. 1
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 418244,0114,3 前田クリニック 〒669-5328 0796-43-1100前田　義章 前田　義章 平24. 9. 1内   他   診療所
     豊岡市日高町東芝２５０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418344,0115,0 大井医院 〒668-0045 0796-24-1001医療法人社団　大井医大井　美行 平26. 5. 1脳外 神内 放  診療所
     (44,0052,1) 豊岡市城南町８番１２号 常　勤:    2院　理事長　大井　美 組織変更 リハ 形外 皮  現存
     (医       1)行 平26. 5. 1歯   歯外 
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418444,0116,8 やまいけ眼科 〒668-0263 0796-52-6441医療法人社団医新会　新見　浩司 平29. 8. 1眼   診療所
     豊岡市出石町福住１３１６番地 常　勤:    1理事長　新見　浩司 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418545,0001,9 公立豊岡病院組合立豊〒669-5302 0796-42-1611公立豊岡病院組合　管田中　愼一郎 昭35. 7. 1一般        63病院
     岡病院日高医療センタ豊岡市日高町岩中８１ 常　勤:    7理者　井上　鉄也 療養        36現存
     ー (医       7) 平29. 7. 1内   外   整外
     非常勤:   18 皮   産婦 眼  
     (医      18) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418645,0061,3 内山医院 〒669-6201 内山　進 内山　進 昭46. 5. 4呼   循   診療所
     豊岡市竹野町竹野３４４ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418745,0071,2 藤本医院 〒669-6115 07963-2-3181藤本　鉄郎 藤本　鉄郎 平元. 4. 1内   外   リハ診療所
     豊岡市城崎町来日１２８－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418845,0075,3 浅見医院 〒669-6101 0796-32-2610浅見　祐治 浅見　祐治 平 3. 4. 1内   小   皮  診療所
     豊岡市城崎町湯島３４９－１ 常　勤:    1 心内 精   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418945,0077,9 長谷川クリニック 〒669-5341 0796-42-3955医療法人社団　長谷川長谷川　弘之 平 5. 5. 1内   消   循  診療所
     豊岡市日高町国分寺４００－１３常　勤:    2クリニック　理事長　 小   放   現存
     (医       2)長谷川　弘之 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419045,0078,7 尾松内科クリニック 〒669-5331 0796-42-0885医療法人社団尾松内科尾松　健太 平 6.12. 1内   循   リハ診療所
     豊岡市日高町上石２３０－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 放   現存
     (医       1)尾松　健太 平27.12. 1
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 419145,0080,3 北見医院 〒669-5307 0796-42-5300北見　義輝 北見　義輝 平 7. 6. 1消胃 外   こう診療所
     豊岡市日高町松岡３４７－１ 常　勤:    1 リハ 放   麻  現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419245,0084,5 北村内科 〒669-5311 0796-42-3110医療法人社団医徳会北北村　博司 平 9. 2. 1内   循   呼  診療所
     豊岡市日高町日置２９ 常　勤:    1村内科　理事長　北村 消   現存
     (医       1)　博司 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419345,0088,6 谷垣医院 〒669-5346 0796-44-0010谷垣　正人 谷垣　正人 平15. 4. 1内   診療所
     豊岡市日高町伊府６６０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419445,0091,0 山本クリニック 〒669-6544 0796-39-1525山本　徳寿 山本　徳寿 平16. 7. 1内   循   診療所
     美方郡香美町香住区香住字一本木常　勤:    1 新規 現存
     １０１４－１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419546,0028,0 合橋診療所 〒668-0311 0796-54-0011小笠原　健次郎 小笠原　健次郎 平 4. 1. 1内   小   診療所
     豊岡市但東町出合７６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419646,0032,2 公立豊岡病院組合立豊〒668-0263 0796-52-2555公立豊岡病院組合　管西岡　顯 平10. 3.28一般        55病院
     岡病院出石医療センタ豊岡市出石町福住１３００番地 常　勤:    3理者　井上　鉄也 移動 内   外   整外現存
     ー (医       3) 平28. 3.28皮   リハ 放  
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419746,0033,0 平位医院 〒668-0263 0796-52-0511平位　広章 平位　広章 平10.12. 1内   呼   循  診療所
     豊岡市出石町福住３８３－７ 常　勤:    1 新規 消   小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419846,0034,8 和田内科クリニック 〒668-0221 0796-53-2788和田　羊平 和田　羊平 平12. 1. 1内   診療所
     豊岡市出石町町分１３１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419947,0026,2 医療法人杏風会　浜坂〒669-6741 0796-82-1398医療法人　杏風会　理阪本　重之 昭42. 3. 1療養        80病院
     七釜温泉病院 美方郡新温泉町七釜９０４ 常　勤:    2事長　阪本　重之 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420047,0049,4 浜辺医院 〒669-6702 07968-2-1224浜辺　茂樹 浜辺　茂樹 昭64. 1. 1内   胃   小  診療所
     美方郡新温泉町浜坂１２６１－２常　勤:    2 外   皮   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
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 420147,0051,0 公立村岡病院 〒667-1311 0796-94-0111公立八鹿病院組合　管石田　長次 平 3. 8. 1一般        42病院
     美方郡香美町村岡区村岡３０３６常　勤:    4理者　富　勝治 内   外   小  現存
     －１ (医       4) 平24. 8. 1眼   放   リハ
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420247,0052,8 瀧医院 〒669-6753 07968-2-1272瀧　琢史 瀧　琢史 平 5. 1. 1内   小   診療所
     美方郡新温泉町諸寄７４０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420347,0055,1 沢田医院 〒669-6821 0796-92-2653沢田　博明 沢田　博明 平 6.12. 1内   消   小  診療所
     美方郡新温泉町湯９０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420447,0056,9 高木医院 〒669-6702 0796-82-3001医療法人社団　高木医高木　典文 平 7.12. 1内   呼   胃  診療所
     美方郡新温泉町浜坂字上り２０７常　勤:    1院　理事長　高木　典 循   小   リハ現存
     ４－１ (医       1)文 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420547,0058,5 古澤クリニック 〒669-6822 0796-92-2600医療法人社団　古澤ク古澤　倫代 平11. 5. 1内   小   診療所
     美方郡新温泉町細田２０９－２ 常　勤:    1リニック　理事長　古 組織変更 現存
     (医       1)澤　倫代 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420647,0059,3 あおぞらこどもクリニ〒669-6701 0796-82-0349廣本　光司 廣本　光司 平15. 5. 1小   内   診療所
     ック 美方郡新温泉町芦屋１３０－１ル常　勤:    1 新規 現存
     ・シェル・ブルーＡＳＨＩＹＡ１(医       1) 平27. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420747,0060,1 香美町国民健康保険小〒667-1502 0796-97-2023香美町長　浜上　勇人上田　通明 平17. 4. 1内   歯   診療所
     (47,0038,3) 代診療所 美方郡香美町小代区城山３０１ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420847,0061,9 香美町国民健康保険兎〒667-1334 0796-96-0012香美町長　浜上　勇人中村　誠 平17. 4. 1内   診療所
     塚診療所 美方郡香美町村岡区福岡字鳥居ノ常　勤:    1 交代 現存
     本１１１３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420947,0064,3 香美町国民健康保険　〒667-1368 0796-95-0024香美町長　浜上　勇人中村　誠 平17. 4. 1内   診療所
     川会診療所 美方郡香美町村岡区入江７１７番常　勤:    1 交代 現存
     地の３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421047,0065,0 香美町国民健康保険　〒669-6401 0796-38-0459香美町長　浜上　勇人塩貝　陽而 平17. 4. 1内   診療所
     佐津診療所 美方郡香美町香住区無南垣１６５常　勤:    1 交代 現存
     番地 (医       1) 平29. 4. 1
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 421147,0066,8 公立香住病院 〒669-6543 0796-36-1166香美町長　浜上　勇人浦邉　啓太 平17. 4. 1一般 総合病院
     美方郡香美町香住区若松５４０番常　勤:    6 交代     一般    50現存
     地 (医       6) 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:    6 小   婦   耳い
     (医       6) ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421247,0067,6 新温泉町国民健康保険〒669-6815 0796-92-1080新温泉町長　西村　銀松岡　学 平17.10. 1内   外   小  診療所
     照来診療所 美方郡新温泉町桐岡２３５ 常　勤:    1三 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421347,0068,4 新温泉町岸田出張診療〒669-6954 0796-93-0650新温泉町長　西村　銀松岡　学 平17.10. 1内   外   小  診療所
     所 美方郡新温泉町岸田１４３４－１常　勤:    1三 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421447,0069,2 新温泉町国民健康保険〒669-6943 0796-93-0001新温泉町長　西村　銀松岡　学 平17.10. 1内   外   小  診療所
     八田診療所 美方郡新温泉町千谷３２－３ 常　勤:    1三 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421547,0070,0 公立浜坂病院 〒669-6731 0796-82-1611新温泉町長　西村　銀髙木　一光 平17.10. 1一般 病院
     美方郡新温泉町二日市１８４番地常　勤:    5三 交代     一般    49現存
     の１ (医       5) 平29.10. 1内   外   小  
     非常勤:   20 整外 耳い リハ
     (医      20) ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421647,0073,4 むらた眼科 〒669-6543 0796-39-1535医療法人社団むらた眼村田　 弘 平22. 4. 1眼   診療所
     美方郡香美町香住区若松５４０番常　勤:    1科　理事長　村田　 組織変更 現存
     地 (医       1)弘 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421747,0074,2 はまかぜ眼科クリニッ〒669-6731 0796-82-6010塚本　尚 塚本　尚 平22.11. 1眼   診療所
     ク 美方郡新温泉町二日市１８４番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421847,0076,7 村瀬医院 〒667-1311 0796-94-0003医療法人社団村瀬医院村瀬　興平 平30. 4. 1一般 診療所
     美方郡香美町村岡区村岡３４７ 常　勤:    2　理事長　村瀬　興平 組織変更     一般    11現存
     (医       2) 平30. 4. 1療養
     非常勤:    1     療養     8
     (医       1) 内   外   整外
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 421948,0001,3 公立八鹿病院 〒667-8555 079-662-5555公立八鹿病院組合　管後藤　葉一 昭35. 7. 1一般       358病院
     (48,0029,0) 養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 常　勤:   29理者　富　勝治 療養        55現存
     (医      27) 平29. 7. 1結核         7
     (歯       2) 内   神内 胃  
     非常勤:   55 小   外   整外
     (医      53) 脳外 皮   ひ  
     (歯       2) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯   循   呼  
     精   神   他  
     消   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422048,0081,5 森医院 〒667-0126 079-665-0223医療法人社団　森医院森　和夫 平 2. 4. 1外   整外 リハ診療所
     養父市堀畑８２－２８ 常　勤:    1　理事長　森　和夫 内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1胃腸内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422148,0088,0 アベ内科クリニック 〒667-0044 0796-62-6559医療法人社団　アベ内安部　収 平 7.12. 1内   循   消  診療所
     養父市八鹿町国木９３－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     (医       1)　安部　収 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422248,0089,8 谷尾クリニック 〒667-0031 079-662-6211医療法人社団　谷尾ク谷尾　匡史 平 8. 4. 1内   神内 心内診療所
     養父市八鹿町九鹿４６－１ 常　勤:    1リニック　理事長　谷 精   リハ 現存
     (医       1)尾　匡史 平29. 4. 1消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422348,0091,4 脳神経外科　枚田クリ〒667-0131 0796-64-0199枚田　一広 枚田　一広 平 8. 6. 1一般         4診療所
     ニック 養父市上野１１６８ 常　勤:    1 脳外 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422448,0092,2 田原医院 〒667-0041 0796-62-1678田原　徹 田原　徹 平12. 9. 1内   リハ 診療所
     養父市八鹿町八木７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422548,0093,0 柴山医院 〒667-0304 079-669-0046柴山　愼一 柴山　愼一 平14. 8. 1内   小   呼  診療所
     養父市大屋町由良２６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422648,0095,5 養父市国民健康保険建〒667-0142 079-666-0011養父市長　広瀬　栄 上月　生也 平16. 4. 1内   消   循  診療所
     屋診療所 養父市建屋４５２番地 常　勤:    1 その他 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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 422748,0096,3 養父市国民健康保険出〒667-1112 079-667-8008養父市長　広瀬　栄 中村　武志 平16. 4. 1内   外   整外診療所
     合診療所 養父市出合２２３番地２ 常　勤:    1 その他 小   麻   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422848,0098,9 養父市国民健康保険大〒667-1102 079-667-2911養父市長　広瀬　栄 上月　生也 平16. 4. 1内   診療所
     谷診療所 養父市大谷２２１番地１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422948,0101,1 養父市国民健康保険大〒667-0315 079-669-1676養父市長　広瀬　栄 加藤　健 平16. 4. 1内   整外 診療所
     屋診療所 養父市大屋町加保６７２－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423048,0102,9 國屋医院 〒667-0021 079-662-2019國屋　正史 國屋　正史 平16. 4. 1内   小   診療所
     養父市八鹿町八鹿１５２０－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423148,0103,7 えんどう眼科 〒667-0115 079-664-1324遠藤　実 遠藤　実 平20. 3. 1眼   診療所
     養父市上箇川端１５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423248,0106,0 正垣耳鼻咽喉科クリニ〒667-0115 079-663-4187正垣　一博 正垣　一博 平23. 2. 1耳い 診療所
     ック 養父市上箇１５３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423348,0107,8 但馬病院 〒667-0023 079-662-2631医療法人社団絹和会　加藤　力敬 平23.11. 1精神 病院
     養父市八鹿町上網場１５５ 常　勤:    3理事長　井上　雄一 その他     精神   255現存
     (医       3) 平29.11. 1精   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423448,0108,6 日光診療所 〒667-0021 079-662-0250森田　龍親 森田　龍親 平25. 6. 1内   消   診療所
     養父市八鹿町八鹿５４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423548,0109,4 南谷希望の杜診療所 〒667-0435 079-668-0700医療法人社団俊葉会　馬庭　芳朗 平26.12. 1外   内   診療所
     養父市大屋町和田２９５番地５ 常　勤:    1理事長　馬庭　幸二 移動 消化器内　ペイ現存
     (医       1) 平26.12. 1ンクリニック内
     科ペインクリニ
     ック外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 423648,0111,0 福井診療所 〒667-1105 079-663-5055福井　寿徳 福井　寿徳 平27. 7. 1内   小   診療所
     養父市関宮６２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423748,0112,8 井上医院 〒667-0103 079-664-0051医療法人社団　井上医井上　正司 平28. 5. 1内   診療所
     養父市浅野３６８番地２ 常　勤:    1院　理事長　井上　正 組織変更 ①循環器内科②現存
     (医       1)司 平28. 5. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423849,0055,7 小山医院 〒669-5264 4-2045 小山　克志 小山　克志 昭56. 9. 1内   胃   小  診療所
     朝来市和田山町加都１５７８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423949,0058,1 真生園診療所 〒669-5252 079-674-0131社会福祉法人　神戸聖田中　良直 昭59. 3. 1内   診療所
     朝来市和田山町竹田１９５８ 常　勤:    1隷福祉事業団　理事長 現存
     (医       1)　水野　雄二 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424049,0062,3 上垣医院 〒669-5201 0796-72-2006三浦　治郎 三浦　治郎 平 3.10.22内   消胃 小  診療所
     朝来市和田山町和田山４７ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424149,0063,1 浜野医院 〒669-5203 079-672-5351医療法人社団浜野医院濱野　建一 平 4. 1. 1内   消   診療所
     朝来市和田山町寺谷６８４－６ 常　勤:    1　理事長　濱野　建一 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424249,0067,2 谷村医院 〒669-5202 0796-72-2016医療法人社団　谷村医谷村　政典 平 5. 5. 1内   小   診療所
     朝来市和田山町東谷２１３－５０常　勤:    2院　理事長　谷村　政 現存
     (医       2)典 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424349,0068,0 大植病院 〒679-3423 0796-78-1231医療法人社団　俊仁会大川　愼吾 平 5. 6. 1精神       250病院
     朝来市多々良木１５１４ 常　勤:    7　理事長　松田　年司 内   精   現存
     (医       7) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424449,0071,4 高岡耳鼻咽喉科クリニ〒669-5268 079-672-0808医療法人社団　高岡耳高岡　基雄 平 7.12. 1耳い 診療所
     ック 朝来市和田山町立ノ原５８－１ 常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 現存
     (医       1)理事長　高岡　基雄 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424549,0072,2 佐藤医院 〒679-3301 079-679-2013医療法人社団　佐藤医佐藤　恭 平 7.12. 1内   小   放  診療所
     朝来市生野町口銀谷７５１ 常　勤:    1院　理事長　佐藤　恭 アレ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
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 424649,0073,0 西山医院 〒669-5103 西山　正孝 西山　正孝 平 8.11. 6内   消   小  診療所
     朝来市山東町矢名瀬７４５ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424749,0074,8 木村医院 〒679-3424 0796-77-0007木村　嘉宏 木村　嘉宏 平10. 2. 1内   外   消  診療所
     朝来市立野３６６－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424849,0075,5 井上皮膚科医院 〒669-5202 0796-72-0377井上　忠典 井上　忠典 平11. 1. 1皮   診療所
     朝来市和田山町東谷８３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424949,0076,3 大森クリニック 〒669-5202 0796-72-0605医療法人社団大森内科大森　和広 平11.12. 1精   神内 心内診療所
     朝来市和田山町東谷２１３－１２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   現存
     ３ (医       1)大森　和広 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425049,0078,9 稲垣医院 〒679-3301 079-679-4108医療法人社団稲垣医院稲垣　知世 平13. 1. 1小   内   皮  診療所
     朝来市生野町口銀谷２０３７ 常　勤:    1　理事長　稲垣　知世 組織変更 リハ 脳外 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425149,0080,5 クリニックよしだ 〒669-5215 079-670-0006吉田　浩 吉田　浩 平16. 9. 1内   消   小  診療所
     朝来市和田山町枚田岡字中井田１常　勤:    2 新規 現存
     ３９－２ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425249,0081,3 さかもと医院 〒669-5202 079-675-3033医療法人社団　さかも坂本　健一 平17. 2. 1内   診療所
     朝来市和田山町東谷１６０番地２常　勤:    1と医院　理事長　坂本 組織変更 現存
     (医       1)　健一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425349,0084,7 間島医院 〒679-3431 079-677-0054間島　毅彦 間島　毅彦 平18. 9. 1内   小   診療所
     朝来市新井７０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425449,0085,4 馬庭内科医院 〒669-5242 079-673-2811医療法人社団　俊葉会馬庭　幸二 平20. 1. 1内   呼内 診療所
     朝来市和田山町宮田２１６ 常　勤:    2　理事長　馬庭　幸二 組織変更 消化器内科 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425549,0087,0 足立医院 〒669-5201 079-672-0250足立　秀 足立　秀 平20. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     朝来市和田山町和田山１３３－５常　勤:    1 交代 形外 内   現存
     (医       1) 平26. 7. 1
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 425649,0089,6 いわわき眼科クリニッ〒669-5214 079-672-0601岩脇　卓司 岩脇　卓司 平22. 5. 1眼   診療所
     ク 朝来市和田山町桑原中井田４０１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425749,0093,8 田仲和田山クリニック〒669-5245 079-670-3222馬渕　卓真 馬渕　卓真 平23. 3. 1内（人工透析）診療所
     朝来市和田山町法道寺８１２－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425849,0094,6 そよかぜ診療所 〒669-5103 079-676-3153医療法人社団　そよか岡本　静子 平27. 1. 1内   外   放  診療所
     朝来市山東町矢名瀬町８４７番地常　勤:    2ぜ　理事長　岡本　静 組織変更 現存
     (医       2)子 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425949,0095,3 はるかぜ診療所 〒669-5252 079-666-8016医療法人社団そよかぜ黒瀬　博計 平27. 6. 1内   外   放  診療所
     朝来市和田山町竹田２４８６番地常　勤:    1　理事長　岡本　静子 新規 現存
     ７６ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426049,0096,1 朝来ふじい整形外科ク〒669-5102 079-676-5102藤井　貴 藤井　貴 平27. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 朝来市山東町大垣６１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426149,0097,9 南但休日診療所 〒669-5267 079-672-5269南但広域行政事務組合足立　秀 平28. 4. 1内   小   診療所
     朝来市和田山町法興寺３７８番地常　勤:    1　管理者　多次　勝昭 移動 現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426249,0098,7 公立豊岡病院組合立朝〒669-5267 079-672-3999公立豊岡病院組合　管木山　佳明 平28. 5. 1一般       104病院
     来医療センター 朝来市和田山町法興寺３９２番地常　勤:    8理者　井上　鉄也 組織変更 療養        46現存
     (医       8) 平28. 5. 1内   外   整外
     非常勤:   19 心外 リウ 皮  
     (医      19) ひ   リハ 放  
     ②消化器内科③
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 426349,0101,9 木村眼科 〒669-5201 079-672-0202宗正　泰成 宗正　泰成 平30. 2. 1眼   診療所
     朝来市和田山町和田山２３２ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426450,0001,9 兵庫県立ひょうごここ〒651-1242 078-581-1013兵庫県知事　井戸　敏田中　究 昭32. 7. 1精神       478病院
     (50,0009,8) ろの医療センター 神戸市北区山田町上谷上字登り尾常　勤:   29三 精   内   脳外現存
     ３－１ (医      29) 平29. 7. 1歯   
     非常勤:   18 ②児童思春期精
     (医      14) 神科④老年精神
     (歯       4) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426550,0022,5 宇津医院 〒651-1221 宇津　尚 宇津　尚 昭42. 9. 1内   小   診療所
     神戸市北区緑町６丁目９－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426650,0025,8 イナハラ小児科医院 〒651-1111 稲原　叡子 稲原　叡子 昭43. 3. 1内   小   リハ診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目２－常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426750,0035,7 医療法人　寿栄会有馬〒651-1512 078-986-1115医療法人寿栄会　理事武田　一寿 昭45. 5. 1療養        57病院
     (50,0136,9) 高原病院 神戸市北区長尾町上津４６６３－常　勤:   19長　小川　豐照 精神       360現存
     ３ (医      19) 平30. 5. 1精   心内 内  
     非常勤:   13 歯   皮   
     (医      10)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426850,0049,8 医療法人甲風会　有馬〒651-1401 078-904-3321医療法人甲風会　理事藤堂　彰男 昭47.10. 1療養       252病院
     温泉病院 神戸市北区有馬町字山田山１８１常　勤:    8長　中川　一彦 一般        52現存
     ９－２ (医       8) 平29.10. 1内   リハ 整外
     非常勤:   15 神内 耳   皮  
     (医      15) 放   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426950,0052,2 河津外科胃腸科医院 〒651-1332 河津　祐則 河津　祐則 昭48. 4. 1一般    診療所
     神戸市北区唐櫃台２丁目２２－７常　勤:    1 胃   外   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 427050,0058,9 神戸アドベンチスト病〒651-1321 078-981-0161宗教法人セブンスデー森　経春 昭48.12. 1一般       116病院
     院 神戸市北区有野台８丁目４－１ 常　勤:   17・アドベンチスト教団 内   外   形外現存
     (医      17)　代表役員　島田　真 平27.12. 1整外 麻   産婦
     非常勤:   30澄 小   放   リハ
     (医      30) 循環器内科　消
     化器内科　乳腺
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427150,0072,0 松岡産婦人科クリニッ〒651-1221 078-582-0003松岡　謙二 松岡　謙二 昭52.10. 1一般         9診療所
     ク 神戸市北区緑町１丁目６－１８ 常　勤:    1 小   産婦 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427250,0074,6 山川医院 〒651-1141 山川　雅義 山川　雅義 昭53. 4. 1内   消   循  診療所
     神戸市北区泉台１丁目８－４ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427350,0081,1 小山小児科医院 〒651-1113 078-592-2220小山　正人 小山　正人 昭54.12. 1内   小   診療所
     神戸市北区鈴蘭台南町４丁目８－常　勤:    1 現存
     ２６ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427450,0083,7 芦田眼科 〒651-1312 蘆田　容子 蘆田　容子 昭55. 1. 4眼   診療所
     神戸市北区有野町有野１２４３－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427550,0102,5 増田整形外科診療所 〒651-1203 078-583-8188増田　重夫 増田　重夫 昭57. 4. 1整外 リハ 診療所
     神戸市北区幸陽町１丁目５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427650,0109,0 神戸ゆうゆうの里診療〒651-1133 078-594-9002一般財団法人日本老人萩野　恵里子 昭58. 9. 1一般        18診療所
     所 神戸市北区鳴子３丁目１番地の２常　勤:    1福祉財団　理事長　青 内   精   リハ現存
     (医       1)木　雅人 平28. 9. 1循環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427750,0114,0 藤田皮フ科 〒651-1143 078-591-4588藤田　隆 藤田　隆 昭59. 7. 1皮   診療所
     神戸市北区若葉台４丁目１－１０常　勤:    1 現存
     ハイム北鈴２０１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427850,0119,9 木村眼科医院 〒651-1142 木村　稔 木村　稔 昭60.12. 1眼   診療所
     神戸市北区甲栄台４丁目１－１３常　勤:    1 現存
     北鈴神鉄駅ビル内 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 427950,0120,7 独立行政法人地域医療〒651-1145 078-594-2211独立行政法人地域医療大友　敏行 昭61. 3.27一般       424病院
     (50,0069,2) 機能推進機構　神戸中神戸市北区惣山町２丁目１－１ 常　勤:   74機能推進機構　理事長 内   呼内 神内現存
     央病院 (医      71)　尾身　茂 平28. 3.27外   小   整外
     (歯       3) 形外 皮   精  
     非常勤:   17 ひ   婦   眼  
     (医      16) 耳い 脳外 リハ
     (歯       1) 放   麻   歯外
     循環器内科　消
     化器内科　乳腺
     外科　病理診断
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428050,0121,5 高島耳鼻咽喉科医院 〒651-1132 高島　荘二 高島　荘二 昭61. 8. 1耳い 診療所
     神戸市北区南五葉１丁目２－２８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428150,0124,9 なかの小児科 〒651-1212 078-583-8082中野　稔 中野　稔 昭62. 1. 1小   診療所
     神戸市北区筑紫が丘２丁目１３－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428250,0130,6 神戸リハビリテーショ〒651-1106 078-743-8200一般財団法人　神戸在笠井　隆一 昭63. 6. 1療養       180病院
     (50,0083,3) ン病院 神戸市北区しあわせの村１－１８常　勤:    7宅医療・介護推進財団 内   神内 リハ現存
     (医       7)　理事長　北　徹 平30. 6. 1放   歯   
     非常勤:    9
     (医       1)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428350,0140,5 林医院 〒651-1243 078-581-0035医療法人社団　信成会林　政清 平元. 8. 1内   外   小  診療所
     神戸市北区山田町下谷上池ノ内２常　勤:    1　林医院　理事長　林 皮   リハ 休止
     (医       1)　政清 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428450,0142,1 入江医院 〒651-1221 078-581-0309医療法人社団　入江医入江　正一郎 平 2. 2. 1内   小   診療所
     神戸市北区緑町２丁目１－２０ 常　勤:    1院　理事長　入江　正 現存
     (医       1)一郎 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428550,0143,9 竹下医院 〒651-1123 078-743-1217医療法人社団竹下医院竹下　勇 平 2. 8. 1内   循   小  診療所
     神戸市北区ひよどり台３丁目１１常　勤:    2　理事長　竹下　勇 現存
     －３ (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428650,0146,2 内田クリニック 〒651-1233 078-582-0562内田　吉則 内田　吉則 平 3. 2. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市北区日の峰２丁目３－１神常　勤:    1 現存
     戸北町センタービル４階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   470 頁

 428750,0150,4 市川内科医院 〒651-1321 078-981-1848市川　嘉男 市川　嘉男 平 3. 6. 1内   消   小  診療所
     神戸市北区有野台７丁目４－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428850,0153,8 済生会　兵庫県病院 〒651-1302 078-987-2222社会福祉法人恩賜財団山本　隆久 平 3.12. 1一般       268病院
     (50,0095,7) 神戸市北区藤原台中町５丁目１－常　勤:   48済生会支部兵庫県済生 内   消   循  現存
     １ (医      46)会　支部長　中井　亨 平27.12. 1小   外   整外
     (歯       2) 脳外 皮   ひ  
     非常勤:   24 産婦 眼   耳い
     (医      24) リハ 放   麻  
     リウ アレ 歯外
     呼内 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428950,0158,7 医療法人社団尚仁会福〒651-1306 078-952-2820医療法人社団　尚仁会福山　守 平 4. 9. 1療養        19診療所
     山診療所 神戸市北区菖蒲が丘１丁目１４－常　勤:    1　理事長　山岡　麻由 内   小   外  現存
     １ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429050,0159,5 東内医院 〒651-1301 078-982-8133医療法人社団　東内医東内　直己 平 4.12. 1内   診療所
     神戸市北区藤原台北町６丁目１３常　勤:    1院　理事長　東内　直 現存
     －１１ (医       1)己 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429150,0160,3 田上眼科医院 〒651-1302 078-987-3030田上　勇作 田上　勇作 平 5. 2. 1眼   診療所
     神戸市北区藤原台中町１丁目２－常　勤:    1 現存
     １北神中央ビル３０２ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429250,0163,7 にしむら小児科医院 〒651-1302 078-987-3133西村　清子 西村　清子 平 5. 3. 1小   診療所
     神戸市北区藤原台中町１丁目２－常　勤:    1 現存
     １北神中央ビル３階３０６号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429350,0166,0 黒瀬内科 〒651-1131 078-593-6088医療法人社団　黒瀬内黒瀬　均二 平 5. 5. 1内   呼   循  診療所
     神戸市北区北五葉２丁目４－２８常　勤:    1科　理事長　黒瀬　均 小   現存
     (医       1)二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429450,0170,2 なかた医院 〒651-1513 078-952-2221中田　康則 中田　康則 平 6. 5. 1内   小   診療所
     神戸市北区鹿の子台北町５丁目１常　勤:    1 現存
     ２－２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429550,0174,4 川本医院 〒651-1123 078-743-1310医療法人社団川本医院川本　一祚 平 6.12. 1内   小   放  診療所
     神戸市北区ひよどり台１丁目２１常　勤:    1　理事長　川本　一祚 現存
     －６ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429650,0175,1 豊田胃腸科外科 〒651-1132 078-591-1571医療法人社団豊田胃腸豊田　俊 平 6.12. 1胃   外   整外診療所
     神戸市北区南五葉３丁目４－２２常　勤:    1科外科　理事長　豊田 ひ   こう リハ現存
     (医       1)　俊 平27.12. 1
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 429750,0176,9 西クリニック 〒651-1201 078-581-5478医療法人社団　西クリ西　耕作 平 6.12. 1療養        15診療所
     神戸市北区西大池１丁目３－２２常　勤:    2ニック　理事長　西　 胃   外   内  現存
     (医       2)耕作 平27.12. 1循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429850,0177,7 たてはら耳鼻咽喉科気〒651-1233 078-581-8711医療法人社団たてはら蓼原　東紅 平 6.12. 1耳い 気食 診療所
     管食道科クリニック 神戸市北区日の峰２丁目３－１ 常　勤:    1耳鼻咽喉科気管食道科 現存
     (医       1)クリニック　理事長　 平27.12. 1
     蓼原　東紅
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429950,0178,5 先山クリニック 〒651-1401 078-904-0716医療法人社団清信会　先山　嘉延 平 7. 2. 1内   整外 リハ診療所
     神戸市北区有馬町１８８－２３ 常　勤:    1先山クリニック　理事 現存
     (医       1)長　先山　嘉延 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430050,0179,3 もとむら眼科医院 〒651-1233 078-581-9753本村　英子 本村　英子 平 7. 4. 1眼   診療所
     神戸市北区日の峰２丁目３－１神常　勤:    1 現存
     戸北町センタービル４階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430150,0181,9 やまがた皮フ科クリニ〒651-1131 山肩　正和 山肩　正和 平 7. 5. 1皮ひ 皮   診療所
     ック 神戸市北区北五葉１丁目５－１ハ常　勤:    1 現存
     ピネスプラザ２０５号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430250,0184,3 相澤医院 〒651-1332 078-981-5421相澤　かおり 相澤　かおり 平 7. 8. 8内   小   診療所
     神戸市北区唐櫃台２丁目２２－１常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430350,0185,0 黒田内科医院 〒651-1142 078-593-0315黒田　薫 黒田　薫 平 7.10. 1内   診療所
     神戸市北区甲栄台４丁目１－１３常　勤:    1 現存
     北鈴神鉄駅ビル２階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430450,0187,6 石野整形外科 〒651-1132 078-593-6630医療法人社団　明佑会石野　明成 平 7.12. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市北区南五葉２丁目１－２９常　勤:    1　石野整形外科　理事 現存
     (医       1)長　石野　明成 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430550,0192,6 大寺整形外科 〒651-1302 078-987-3131医療法人社団　大寺整大寺　和満 平 8. 4. 1整外 リハ 診療所
     神戸市北区藤原台中町１－２－１常　勤:    1形外科　理事長　大寺 現存
     (医       1)　和満 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430650,0193,4 矢野内科医院 〒651-1302 078-987-3015医療法人社団矢野内科矢野　満 平 8. 8. 1内   胃   消  診療所
     神戸市北区藤原台中町１丁目２－常　勤:    1医院　理事長　矢野　 現存
     １北神中央ビル３階 (医       1)満 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 430750,0194,2 鶴皮膚科医院 〒651-1112 078-591-6031医療法人社団博美会　鶴　顕太 平 8. 9. 2皮   診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町１丁目６－常　勤:    2理事長　鶴　圭一郎 現存
     ９ (医       2) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430850,0195,9 石田内科医院 〒651-1233 078-582-2345石田　芳彦 石田　芳彦 平 8.10. 1内   診療所
     神戸市北区日の峰１丁目１５－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430950,0197,5 杉本クリニック 〒651-1132 杉本　正行 杉本　正行 平 9. 4. 1皮   ひ   診療所
     神戸市北区南五葉１丁目３－１１常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431050,0198,3 ちはらクリニック 〒651-1142 078-591-5553医療法人社団ちはらク千原　久幸 平 9. 4. 1循   外   リハ診療所
     神戸市北区甲栄台１丁目２番１０常　勤:    1リニック　理事長　千 現存
     号 (医       1)原　久幸 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431150,0202,3 山脇クリニック 〒651-1513 078-951-1111医療法人社団　山脇ク山脇　平 平 9. 6. 1小   内   診療所
     神戸市北区鹿の子台北町４－９－常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     ２ (医       1)脇　平 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431250,0203,1 吉田医院 〒651-1312 078-984-3100吉田　和喜 吉田　和喜 平 9. 8. 1外   リハ 胃  診療所
     神戸市北区有野町有野字福谷口３常　勤:    1 新規 こう 小   現存
     ３９２－６ＥＫＭビル１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431350,0210,6 みやけ耳鼻咽喉科 〒651-1312 078-982-5805三宅　博文 三宅　博文 平10. 3. 1耳い 気食 診療所
     神戸市北区有野町有野３３９２－常　勤:    1 新規 現存
     ６Ｅ，Ｋ，Ｍビル２階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431450,0211,4 松本クリニック 〒651-1321 078-982-2800医療法人社団　医啓会松本　正道 平10. 5.11外   胃   内  診療所
     神戸市北区有野台２丁目１－９ 常　勤:    1　理事長　松本　正道 移動 こう 皮   現存
     (医       1) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431550,0212,2 森鼻小児科医院 〒651-1514 078-953-3371森鼻　豊 森鼻　豊 平10. 6. 8小   内   診療所
     神戸市北区鹿の子台南町３丁目９常　勤:    1 移動 現存
     －２２ (医       1) 平28. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431650,0216,3 岡野医院 〒651-1333 078-981-5777岡野　亨 岡野　亨 平10.11.11消   内   外  診療所
     神戸市北区東大池２－３１－１２常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431750,0217,1 えもと整形外科 〒651-1221 078-582-1711医療法人社団えもと整江本　慶太 平11. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市北区緑町７丁目１－１９ 常　勤:    1形外科　理事長　江本 組織変更 現存
     (医       1)　慶太 平29. 1. 1
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 431850,0218,9 有床診療所はすいけク〒651-1112 078-591-0061医療法人社団　蓮池医蓮池　典明 平11. 1. 1一般        10診療所
     リニック 神戸市北区鈴蘭台東町１丁目７－常　勤:    2院　理事長　蓮池　典 組織変更 内   放   現存
     ２０ (医       2)明 平29. 1. 1①胃腸内科　緩
     和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431950,0219,7 らぽーと診療所 〒651-1524 078-950-7080医療法人社団　青山会田場　繁城 平11. 6. 1内   診療所
     神戸市北区大沢町中大沢字向井新常　勤:    2　理事長　田場　隆介 新規 休止
     田２２３８－３ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432050,0221,3 医療法人社団顕修会　〒651-1114 078-591-6776医療法人社団顕修会　稲見　直邦 平11. 7. 1一般        88病院
     顕修会すずらん病院 神戸市北区鈴蘭台西町２丁目２１常　勤:    8理事長　稲見　直邦 組織変更 内   外   整外現存
     －５ (医       8) 平29. 7. 1リハ 
     非常勤:   12 ②循環器内科、
     (医      12) 消化器内科、消
     化器外科、腎臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432150,0222,1 松田病院 〒651-1232 078-583-7888医療法人社団恕和会　安井　慎二 平11. 7. 1一般        44病院
     神戸市北区松が枝町３丁目１－７常　勤:    2理事長　松田　尨功 組織変更 内   リハ 放  現存
     ４ (医       2) 平29. 7. 1神内 
     非常勤:   16 循内　消内
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432250,0223,9 吉田内科クリニック 〒651-1302 078-982-8207吉田　英得 吉田　英得 平11.10. 1内   消   小  診療所
     神戸市北区藤原台中町６丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     －４ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432350,0224,7 レディス・クリニック〒651-1313 078-987-4100横山　一海 横山　一海 平11.11. 1婦   内   診療所
     ・ヨコヤマ 神戸市北区有野中町２丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432450,0225,4 さだひろこどもクリニ〒651-1301 078-981-2238医療法人社団　さだひ貞弘　信行 平12. 1. 1小   アレ 診療所
     ック 神戸市北区藤原台北町７丁目６－常　勤:    1ろこどもクリニック　 組織変更 現存
     ２ (医       1)理事長　貞弘　信行 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432550,0232,0 中村眼科医院 〒651-1132 078-596-6355中村　貞彦 中村　貞彦 平12. 9. 1眼   診療所
     神戸市北区南五葉５丁目３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432650,0233,8 ちもり医院 〒651-1114 078-596-6533千森　美郎 千森　美郎 平12.11. 1内   外   診療所
     神戸市北区鈴蘭台西町４丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     ４３ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 432750,0234,6 北神みどりクリニック〒651-1313 078-987-3199植田　智樹 植田　智樹 平12.11. 1整外 外   消  診療所
     神戸市北区有野中町３丁目２９－常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     ６ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432850,0235,3 ふせの内科・循環器科〒651-1131 078-596-6570布施野　日出生 布施野　日出生 平12.11. 1内   循   診療所
     神戸市北区北五葉１丁目５－１ハ常　勤:    1 新規 現存
     ピネスプラザ１０６ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432950,0238,7 中野内科医院 〒651-1213 078-582-5535医療法人社団中野内科中野　修 平13. 1. 1糖尿・代謝内　診療所
     神戸市北区広陵町１丁目１５９－常　勤:    1医院　理事長　中野　 組織変更 消内　循内 現存
     １ (医       1)修 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433050,0239,5 平佐クリニック 〒651-1212 078-583-3155医療法人社団　平佐ク平佐　昌弘 平13. 1. 1内   他   循  診療所
     神戸市北区筑紫が丘２丁目１３－常　勤:    1リニック　理事長　平 組織変更 現存
     １ (医       1)佐　昌弘 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433150,0240,3 森尾診療所 〒651-1132 078-592-0868医療法人社団　森尾診森尾　悦和 平13. 3. 5内   小   胃  診療所
     神戸市北区南五葉１丁目２－２８常　勤:    1療所　理事長　森尾　 移動 呼   皮   現存
     (医       1)悦和 平25. 3. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433250,0241,1 冨永神経科クリニック〒651-1302 078-987-4977理事長　冨永　貴則 冨永　貴則 平13. 7. 1精   神   心内診療所
     神戸市北区藤原台中町１丁目２－常　勤:    1 組織変更 現存
     １－３１０ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433350,0243,7 にこにこハウス医療福〒651-1106 078-743-2525社会福祉法人　芳友　河﨑　洋子 平13.10. 1一般        88病院
     祉センター 神戸市北区しあわせの村１番９号常　勤:    4理事長　石田　明人 新規 小   リハ 現存
     (医       4) 平25.10. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433450,0244,5 アネックス湊川ホスピ〒651-1106 078-743-0122医療法人　尚生会　理中元　幸治 平13.11. 1精神       100病院
     タル 神戸市北区しあわせの村１番８号常　勤:    3事長　細見　和代 新規 精   神   他  現存
     (医       3) 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433550,0245,2 深堀呼吸器科・内科ク〒651-1221 078-586-1567深堀　隆 深堀　隆 平14. 2. 1呼   内   アレ診療所
     リニック 神戸市北区緑町７丁目２－３ＭＤ常　勤:    1 新規 現存
     ビルⅡ２階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 433650,0247,8 田中こどもクリニック〒651-1233 078-586-5151田中　能久 田中　能久 平14. 5. 1小   診療所
     神戸市北区日の峰２丁目３－１神常　勤:    1 新規 現存
     戸北町センタービル４階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433750,0248,6 三崎皮フ科 〒651-1312 078-987-4411医療法人社団　三崎皮三﨑　博 平14. 6. 3皮   アレ 形外診療所
     神戸市北区有野町有野字福谷口３常　勤:    1フ科　理事長　三﨑　 組織変更 現存
     ３９２番地６ (医       1)博 平26. 6. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433850,0249,4 向陽病院 〒651-1312 078-981-0151医療法人社団向陽会　山口　健也 平14. 6. 1精神       345病院
     (50,0157,5) 神戸市北区有野町有野１４９０ 常　勤:    9理事長　山口　紅子 組織変更 精   神   内  現存
     (医       8) 平26. 6. 1放   歯   
     (歯       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433950,0250,2 高木内科循環器科クリ〒651-1132 078-592-3650高木　修一 高木　修一 平14. 9. 1内   循   小  診療所
     ニック 神戸市北区南五葉２丁目１－３３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434050,0254,4 髙原耳鼻咽喉科 〒651-1111 078-594-6313医療法人社団　康明会髙原　哲夫 平15. 1. 1耳い 診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目１０常　勤:    1　理事長　髙原　哲夫 組織変更 現存
     番２　２階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434150,0257,7 横山診療所 〒651-1111 078-591-1731横山　英二 横山　英二 平15. 2.10内   外   小  診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目４－常　勤:    1 交代 放   現存
     １０ (医       1) 平27. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434250,0259,3 山下整形外科 〒651-1142 078-596-6210医療法人社団山下整形山下　誠三 平15. 6. 1整外 呼   リハ診療所
     神戸市北区甲栄台４丁目３番１７常　勤:    1外科　理事長　山下　 組織変更 現存
     号 (医       1)誠三 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434350,0260,1 長田眼科 〒651-1132 078-592-0107肱黒　和子 肱黒　和子 平15. 6.11眼   診療所
     神戸市北区南五葉２丁目１－３９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434450,0262,7 さとう耳鼻咽喉科クリ〒651-1245 078-582-8749佐藤　友厚 佐藤　友厚 平15.11. 1耳い 診療所
     ニック 神戸市北区谷上東町１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 434550,0263,5 顕修会クリニック 〒651-1114 078-591-6201医療法人社団顕修会　門口　啓 平16. 3. 1一般 診療所
     神戸市北区鈴蘭台西町２丁目２２常　勤:    3理事長　稲見　直邦 新規     一般    19現存
     番３号 (医       3) 平28. 3. 1内   リハ 他  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434650,0264,3 つだ内科クリニック 〒651-1301 078-987-2002津田　晃孝 津田　晃孝 平16. 4. 1内   循   呼  診療所
     神戸市北区藤原台北町７丁目６－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434750,0265,0 水川脳神経外科・神経〒651-1132 078-596-6510水川　典彦 水川　典彦 平16. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     内科 神戸市北区南五葉１丁目３－１９常　勤:    1 新規 現存
     シャトータカラ１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434850,0267,6 医療法人社団清風会　〒651-1112 078-592-8701医療法人社団清風会　武田　拓之 平16. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     武田整形外科 神戸市北区鈴蘭台東町１丁目１０常　勤:    2理事長　武田　好弘 移動 現存
     番１号善喜ビル３階 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434950,0268,4 長田皮フ科医院 〒651-1132 078-592-0116長田　健 長田　健 平16. 4. 2皮   診療所
     神戸市北区南五葉２－１－１リー常　勤:    1 移動 現存
     フファイブ２階 (医       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435050,0272,6 有泉病院 〒651-1313 078-984-2000医療法人社団　敬風会豊坂　昭弘 平16. 9. 1療養 病院
     神戸市北区有野中町３丁目２９番常　勤:    1　理事長　宮　昭久 移動     療養    60現存
     １６号 (医       1) 平28. 9. 1内   外   皮  
     非常勤:   10 肛門外科
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435150,0273,4 ひじくろ整形外科クリ〒651-1132 078-592-0028肱黑　泰志 肱黑　泰志 平16. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 神戸市北区南五葉２－１－１リー常　勤:    1 移動 現存
     フファイブ３Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435250,0274,2 マムクリニック 〒651-1331 078-982-1188医療法人社団直太会　上田　真太郎 平16.10. 1一般 診療所
     神戸市北区有野町唐櫃３３８９ 常　勤:    2理事長　上田　達郎 組織変更     一般    14現存
     (医       2) 平28.10. 1産   婦   小  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435350,0276,7 てつもと眼科 〒651-1221 078-582-2638医療法人社団　てつも鉄本　員章 平17. 2. 1眼   診療所
     神戸市北区緑町７丁目２番３号Ｍ常　勤:    1と眼科　理事長　鉄本 組織変更 現存
     ＤビルⅡ１階 (医       1)　員章 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 435450,0277,5 岡田耳鼻咽喉科 〒651-1302 078-982-3399岡田　拓治 岡田　拓治 平17. 2.10耳い 診療所
     神戸市北区藤原台中町１丁目２番常　勤:    1 移動 現存
     １号北神中央ビル３０５号室 (医       1) 平29. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435550,0278,3 藤原整形外科クリニッ〒651-1213 078-586-2650医療法人社団　藤原整藤原　邦高 平17. 2. 1整外 診療所
     ク 神戸市北区広陵町１丁目１５９番常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     １号 (医       1)事長　藤原　邦高 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435650,0280,9 しばがき皮フ科 〒651-1221 078-581-4147柴垣　亮 柴垣　亮 平17. 5. 1皮   診療所
     神戸市北区緑町７丁目２－３ＭＤ常　勤:    1 新規 現存
     ビルⅡ４Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435750,0281,7 安部内科婦人科クリニ〒651-1313 078-984-3188医療法人社団慈友会安安部　直英 平17. 6. 1内   胃   婦  診療所
     ック 神戸市北区有野中町１丁目１１番常　勤:    1部内科婦人科クリニッ 組織変更 現存
     １０号仲第一ビル (医       1)ク　理事長　安部　直 平29. 6. 1
     英
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435850,0282,5 金子クリニック 〒651-1121 078-596-5855金子　晃久 金子　晃久 平17. 9. 1消   呼   外  診療所
     神戸市北区星和台１丁目３４－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435950,0283,3 くすのき医院 〒651-1615 078-959-0933医療法人社団くすのき楠　忠樹 平18. 2. 1脳外 神内 整外診療所
     神戸市北区淡河町萩原字宮脇２０常　勤:    1医院　理事長　楠　忠 組織変更 現存
     ２番１号 (医       1)樹 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436050,0284,1 芦田内科 〒651-1312 078-981-3071蘆田　延之 蘆田　延之 平18. 4. 1内   胃   放  診療所
     神戸市北区有野町有野１２４０－常　勤:    1 交代 循   現存
     ２ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436150,0285,8 近藤内科クリニック 〒651-1302 078-987-5586近藤　誠宏 近藤　誠宏 平18. 6. 1内   循   診療所
     神戸市北区藤原台中町１丁目４－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436250,0286,6 髙橋内科クリニック 〒651-1111 078-595-0351医療法人社団　洋心会高橋　芳洋 平18. 6. 1内   循   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目５番常　勤:    1　髙橋内科クリニック 組織変更 現存
     １号 (医       1)　理事長　高橋　芳洋 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436350,0287,4 つじ腎泌尿器科クリニ〒651-1302 078-987-4970辻　功 辻　功 平18. 7. 1ひ   診療所
     ック 神戸市北区藤原台中町１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     北神中央ビル３階 (医       1) 平24. 7. 1
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 436450,0288,2 おおにし内科医院 〒651-1303 078-982-1833医療法人社団　おおに大西　淳子 平18. 7. 1内   循   リハ診療所
     神戸市北区藤原台南町４丁目１０常　勤:    1し内科医院　理事長　 組織変更 現存
     番８号 (医       1)大西　淳子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436550,0289,0 タカダ医院 〒651-1132 078-904-8500高田　壮豊 高田　壮豊 平18.10. 1内   胃   外  診療所
     神戸市北区南五葉２－１－４ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436650,0292,4 くらた眼科 〒651-1301 078-981-4911倉田　直季 倉田　直季 平18.12. 1眼   診療所
     神戸市北区藤原台北町７－５－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436750,0293,2 先山湯けむり診療所 〒651-1401 078-904-0713医療法人社団清信会　先山　徹 平19. 2. 1外   内   整外診療所
     神戸市北区有馬町１１９８番地先常　勤:    2先山湯けむり診療所　 新規 現存
     山マンション２階 (医       2)理事長　先山　嘉延 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436850,0295,7 きたむらクリニック 〒651-1515 078-983-3363北村　秀之 北村　秀之 平19. 4. 1内   循   診療所
     神戸市北区上津台８丁目１番地１常　勤:    1 新規 現存
     号イオン神戸北ショッピングセン(医       1) 平25. 4. 1
     ター２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436950,0296,5 真星病院 〒651-1242 078-582-0111医療法人社団まほし会大石　麻利子 平19. 4. 1一般 病院
     神戸市北区山田町上谷上字古々谷常　勤:   13　理事長　大石　麻利 組織変更     一般    66現存
     １２番地の３ (医      13)子 平25. 4. 1療養
     非常勤:    9     療養   108
     (医       9) 内   呼内 外  
     整外 リウ ひ  
     小   眼   放  
     リハ 麻   
     糖内老内消内胃
     内循内人透内消
     外肛外循外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437050,0297,3 あおきクリニック 〒651-1245 078-586-3500青木　裕司 青木　裕司 平19. 5. 1麻   診療所
     神戸市北区谷上東町８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437150,0299,9 中西内科クリニック 〒651-1245 078-586-3150中西　孝夫 中西　孝夫 平19. 9. 1内   消   呼  診療所
     神戸市北区谷上東町１番１号谷上常　勤:    1 新規 循   アレ リハ現存
     ＳＨビル１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 437250,0301,3 坂下内科消化器科 〒651-1121 078-593-7515坂下　正典 坂下　正典 平19.10. 1内   消   診療所
     神戸市北区星和台６－２８－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437350,0302,1 恒生病院 〒651-1505 078-950-2622医療法人社団六心会　頃末　和良 平19.11. 1一般 病院
     神戸市北区道場町日下部字中ノゴ常　勤:   11理事長　古瀬　繁 移動     一般    59現存
     ウ１７８８番地 (医      11) 平25.11. 1療養
     非常勤:   34     療養    50
     (医      34) 脳外 神内 整外
     内   外   放  
     リハ 麻   
     循環器内科　ペ
     インクリニック
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437450,0303,9 いでいクリニック 〒651-1123 078-747-5501出射　秀樹 出射　秀樹 平20. 1. 1胃   外   こう診療所
     神戸市北区ひよどり台３－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437550,0305,4 松本ホームメディカル〒651-1331 078-982-1116医療法人社団医啓会　西田　和之 平20. 2. 1一般 診療所
     クリニック 神戸市北区有野町唐櫃字ケン上畑常　勤:    2理事長　松本　正道 新規     一般    19現存
     ５０番１ (医       2) 平26. 2. 1胃   内   外  
     非常勤:    4 こう リハ 放  
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437650,0306,2 堤医院 〒651-1111 078-593-7039堤　善多 堤　善多 平20. 4. 1内   精   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町２丁目３－常　勤:    1 交代 現存
     ８ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437750,0307,0 アユ形成外科・皮フ科〒651-1233 078-586-6606下間　亜由子 下間　亜由子 平20. 5. 1形外 皮   診療所
     神戸市北区日の峰２丁目３番１号常　勤:    1 新規 現存
     神戸北町センタービル４階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437850,0308,8 吉武内科 〒651-1111 078-591-4606伊東　桂一 伊東　桂一 平20. 5. 1内   循   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町１丁目２－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437950,0309,6 たにぐちクリニック 〒651-1101 078-595-4128谷口　隆弘 谷口　隆弘 平20. 8. 1内   循   呼  診療所
     神戸市北区山田町小部字向井谷１常　勤:    1 交代 現存
     番１号　Ｂ棟１号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 438050,0310,4 垂井耳鼻咽喉科医院 〒651-1505 078-939-7801垂井　康之 垂井　康之 平20. 9. 1耳い アレ 診療所
     神戸市北区道場町日下部１６６４常　勤:    1 新規 現存
     番地アネックスビル２０１号室 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438150,0311,2 浜口内科クリニック 〒651-1223 078-582-3300浜口　正輝 浜口　正輝 平20. 9. 1内   消   診療所
     神戸市北区桂木三丁目６番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438250,0312,0 こやまクリニック 〒651-1243 078-581-1123小山　治 小山　治 平20.12. 1内   外   整外診療所
     神戸市北区山田町下谷上字梅木谷常　勤:    5 新規 リウ 形外 美外現存
     ４２の４ (医       5) 平26.12. 1眼   ひ   リハ
     非常勤:   16 心内 皮   
     (医      16) ペインクリニッ
     ク内科　消外　
     消内　循内　乳
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438350,0313,8 大郷皮フ科クリニック〒651-1245 078-586-1233大郷　典子 大郷　典子 平21. 5. 1皮   アレ 診療所
     神戸市北区谷上東町１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438450,0314,6 なかじま耳鼻いんこう〒651-1351 078-952-0702中嶋　大介 中嶋　大介 平21. 5. 1耳い アレ 診療所
     科 神戸市北区八多町中１０６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438550,0315,3 大池病院 〒651-1242 078-581-2297医療法人社団大池病院小西　道晤 平21. 5. 1精神 病院
     神戸市北区山田町上谷上字溲疏原常　勤:    3　理事長　小西　道晤 組織変更     精神   148現存
     ２５番地 (医       3) 平27. 5. 1精   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438650,0318,7 押谷クリニック 〒651-1233 078-582-0350医療法人社団押谷クリ押谷　高志 平23. 1. 1内   放   呼内診療所
     神戸市北区日の峰３丁目２４番２常　勤:    1ニック　理事長　押谷 移動 消化器内科　 現存
     号・２４番３号 (医       1)　高志 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438750,0319,5 松岡医院 〒651-1111 078-591-1226松岡　弘高 松岡　弘高 平23. 1. 1内   小   診療所
     神戸市北区鈴蘭台北町５－５－２常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438850,0320,3 とくこだクリニック 〒651-1313 078-987-5577医療法人社団もものみ徳小田　康秀 平23. 2. 1内   診療所
     神戸市北区有野中町２丁目１８番常　勤:    1会　理事長　徳小田　 移動 人工透析内科、現存
     －５ (医       1)康秀 平29. 2. 1腎臓内科
     非常勤:    6
     (医       6)
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 438950,0321,1 赤塚クリニック 〒651-1114 078-593-0205医療法人社団赤塚クリ赤塚　東司雄 平23. 5. 1ひ   眼   診療所
     神戸市北区鈴蘭台西町１－２７－常　勤:    2ニック　理事長　赤塚 組織変更 ①内（人工透析現存
     ２ (医       2)　東司雄 平29. 5. 1）③腎臓内科　
     非常勤:    1 糖尿病内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439050,0322,9 中野クリニック 〒651-1112 078-596-6110医療法人社団中野クリ中野　正人 平23. 6. 1内   外   他  診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町４丁目５番常　勤:    1ニック　理事長　中野 組織変更 現存
     ３２号 (医       1)　正人 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439150,0323,7 やまもと心療内科 〒651-1142 078-592-7718山本　博一 山本　博一 平24. 5. 1心内 精   診療所
     神戸市北区甲栄台４丁目１番１３常　勤:    1 新規 現存
     号北鈴神鉄駅ビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439250,0324,5 医療法人社団甲北会　〒651-1313 078-981-5456医療法人社団　甲北会近藤　幹 平24. 4. 2一般        20病院
     甲北病院 神戸市北区有野中町１丁目１８番常　勤:    3　理事長　近藤　幹 組織変更 療養        48現存
     ３６号 (医       3) 平30. 4. 2内   小   外  
     非常勤:   16 整外 形外 皮  
     (医      16) リハ 放   麻  
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439350,0325,2 増田耳鼻咽喉科医院 〒651-1112 078-594-1187医療法人社団　増田耳増田　哲也 平24. 6. 8耳い 診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町４丁目４番常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     ９号 (医       1)　増田　哲也 平30. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439450,0326,0 しんじょう医院 〒651-1131 078-597-6029新城　拓也 新城　拓也 平24. 8. 1緩和ケア外科 診療所
     神戸市北区北五葉１丁目５－１ハ常　勤:    1 新規 現存
     ピネスプラザ３０７ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439550,0327,8 吉野医院 〒651-1112 078-596-2629医療法人社団吉野医院吉野　英二 平24. 8. 1脳外 神内 リハ診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町一丁目９番常　勤:    2　理事長　吉野　英二 組織変更 現存
     １号 (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439650,0333,6 田中眼科医院 〒651-1112 078-594-3522田中　佳秋 田中　佳秋 平25. 5. 1眼   診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町１丁目１０常　勤:    1 その他 現存
     －１善喜ビル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439750,0334,4 おかだ内科クリニック〒651-1145 078-596-5962岡田　雅邦 岡田　雅邦 平25. 6.13内   循   診療所
     神戸市北区惣山町１丁目７－３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 6.13
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 439850,0336,9 まつお心療クリニック〒651-1112 078-591-6570松尾　順子 松尾　順子 平26. 2. 1心内 精   診療所
     神戸市北区鈴蘭台東町１－８－１常　勤:    1 新規 現存
     ６扇野ビル１Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439950,0337,7 医療法人社団　広徳会〒651-1505 078-951-0200医療法人社団　広徳会細川　巌 平26. 1. 1外   整外 診療所
     　細川医院 神戸市北区道場町日下部１８４４常　勤:    1　細川医院　理事長　 移動 胃腸内科 現存
     番地 (医       1)細川　巌 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440050,0338,5 谷上ノリッジクリニッ〒651-1245 078-595-8731社会医療法人社団　正山本　昭雄 平26. 4. 1心内 内   脳外診療所
     ク 神戸市北区谷上東町１３－２２ 常　勤:    1峰会　理事長　大山　 新規 精   現存
     (医       1)正 平26. 4. 1消化器内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440150,0340,1 みずぐち形成外科クリ〒651-1302 078-981-1001水口　敬 水口　敬 平26. 4. 1外   形外 診療所
     ニック 神戸市北区藤原台中町１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     １北神中央ビル　３０３号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440250,0341,9 うすく小児科クリニッ〒651-1112 078-596-5630宇宿　智裕 宇宿　智裕 平26. 4. 1小   診療所
     ク 神戸市北区鈴蘭台東町４－４－９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440350,0342,7 たかた内科クリニック〒651-1351 078-950-2011医療法人社団たかた内高田　幸浩 平26. 5. 1内   呼内 診療所
     神戸市北区八多町中１０６１番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)　高田　幸浩 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440450,0343,5 坂本小児科 〒651-1246 078-586-4154坂本　泉 坂本　泉 平26. 7. 1小   診療所
     神戸市北区谷上西町２７－２谷上常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ１０１ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440550,0344,3 こさか家庭医療クリニ〒651-1142 078-591-8070小坂　文昭 小坂　文昭 平26. 6. 1内   小   外  診療所
     ック 神戸市北区甲栄台４－２－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440650,0345,0 であい乳腺消化器医院〒651-1306 078-952-0665出合　輝行 出合　輝行 平27. 1. 1外   内   診療所
     神戸市北区菖蒲が丘１丁目５３４常　勤:    1 その他 ①乳外②消内　現存
     －５９ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440750,0346,8 よしだ心療クリニック〒651-1131 078-593-5671 田　正邦 田　正邦 平27. 4. 1心内 精   診療所
     神戸市北区北五葉１－５－１ハピ常　勤:    1 その他 現存
     ネスプラザ２０７号 (医       1) 平27. 4. 1
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 440850,0347,6 なかがわ耳鼻咽喉科 〒651-1142 078-594-1031医療法人社団なかがわ中川　貴博 平27. 6. 1耳い アレ 診療所
     神戸市北区甲栄台１丁目２－３万常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     葉ハイツ１Ｆ (医       1)中川　貴博 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440950,0348,4 わくこどもクリニック〒651-1505 078-951-8989和久　祥三 和久　祥三 平27. 9. 1小   診療所
     神戸市北区道場町日下部１８３４常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441050,0350,0 神戸ほくと病院 〒651-1243 078-583-1771医療法人社団健心会　柿本　哲也 平27.12. 1一般       121病院
     神戸市北区山田町下谷上字梅木谷常　勤:    5理事長　小山　治 移動 内   呼内 リウ現存
     ３７番３ (医       5) 平27.12. 1整外 外   形外
     非常勤:   70 眼   麻   リハ
     (医      70) 放   
     ②循内③消内⑧
     肛外⑩泌尿器科
     （人工透析）⑮
     消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441150,0351,8 こば消化器・乳腺クリ〒651-1112 078-595-8119医療法人社団こば消化小林　真一郎 平28. 1. 1①消化器内科②診療所
     ニック 神戸市北区鈴蘭台東町１丁目１０常　勤:    1器・乳腺クリニック　 組織変更 乳腺外科③肛門現存
     番１号善喜ビル４階 (医       1)理事長　小林　真一郎 平28. 1. 1外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441250,0352,6 かとうレディースクリ〒651-1302 078-595-7258加藤　浩志 加藤　浩志 平28. 2. 1婦人科（生殖医診療所
     ニック 神戸市北区藤原台中町１－２－１常　勤:    1 新規 療） 現存
     北神中央ビル３Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441350,0354,2 京谷眼科 〒651-1515 078-986-6611京谷　正昭 京谷　正昭 平28. 2. 1眼   診療所
     神戸市北区上津台８丁目１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441450,0355,9 春日病院 〒651-1144 078-592-7500医療法人社団一秀会　春日　秀樹 平28. 5. 1一般        80病院
     神戸市北区大脇台３番地の１ 常　勤:    5理事長　春日　秀樹 組織変更 外   内   整外現存
     (医       5) 平28. 5. 1リハ 
     非常勤:   10 ②消化器外科③
     (医      10) 肛門外科　消化
     器内科　腎臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441550,0356,7 まつだクリニック 〒651-1113 078-594-7005松田　和也 松田　和也 平29. 4. 1脳外 診療所
     神戸市北区鈴蘭台南町５丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ２２ (医       1) 平29. 4. 1
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 441650,0357,5 産科・婦人科みずとり〒651-1301 078-987-4103医療法人社団　産科・水鳥　真和 平29. 4. 1一般 診療所
     クリニック 神戸市北区藤原台北町７丁目２番常　勤:    1婦人科みずとりクリニ 組織変更     一般    13現存
     ７号 (医       1)ック　理事長　水鳥　 平29. 4. 1産   婦   
     真和
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441750,0358,3 西原内科クリニック 〒651-1131 078-593-6663医療法人社団　西原内西原　英樹 平29. 4. 1内   診療所
     神戸市北区北五葉１丁目３番地の常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 ②消化器内科 現存
     １１ (医       1)　西原　英樹 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441850,0359,1 オカ・レディース・ク〒651-1222 078-586-2626医療法人社団憲樹会　岡　憲史 平29. 6. 1一般         9診療所
     リニック 神戸市北区大原３丁目８番地の１常　勤:    1オカ・レディース・ク 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       1)リニック　理事長　岡 平29. 6. 1
     非常勤:    2　憲史
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441950,0360,9 石岡整形外科 〒651-1312 078-981-2200医療法人社団　石岡整石岡　勉 平29. 7. 1整外 リハ 診療所
     神戸市北区有野町有野９２２番地常　勤:    1形外科　理事長　石岡 組織変更 現存
     の１ (医       1)　勉 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442050,0361,7 菊川医院 〒651-1303 078-984-5501菊川　大樹 菊川　大樹 平29.10. 1内   リハ 診療所
     神戸市北区藤原台南町１丁目１－常　勤:    1 新規 ②循環器外科 現存
     ５ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442150,0362,5 ふくだクリニック 〒651-1505 078-952-5252医療法人　ふくだクリ福田　康文 平30. 5. 1外   診療所
     神戸市北区道場町日下部字才谷１常　勤:    1ニック　理事長　福田 組織変更 ①消化器内科、現存
     ８３５番地 (医       1)　康文 平30. 5. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442251,0070,2 春日野会病院 〒651-0054 078-221-6221医療法人（財団）春日三好　喬 昭32.11. 1一般        60病院
     神戸市中央区野崎通４丁目１－２常　勤:    4野会　理事長　吉田　 内   消   他  現存
     (医       4)泰昭 平29.11. 1整外 リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442351,0074,4 河南医院 〒650-0011 河南　清八郎 河南　清八郎 昭33. 5. 1内   小   放  診療所
     神戸市中央区下山手通２丁目１－常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442451,0088,4 川崎重工業株式会社神〒650-0044 078-682-5010川崎重工業株式会社　小川　研 昭35. 2.23内   外   眼  診療所
     戸工場診療所 神戸市中央区東川崎町３丁目１－常　勤:    2取締役社長　金花　芳 耳い 現存
     １ (医       2)則 平29. 2.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 442551,0116,3 独立行政法人労働者健〒651-0053 078-231-5901独立行政法人労働者健鷲見　正敏 昭39. 7. 1一般       360病院
     康安全機構神戸労災病神戸市中央区籠池通４丁目１番２常　勤:   75康安全機構　理事長　 内   呼内 精  現存
     院 ３号 (医      75)有賀　徹 平24. 7. 1神内 外   整外
     非常勤:   19 心外 皮   ひ  
     (医      19) 眼   耳い リハ
     放   病理 麻  
     糖尿病・内分泌
     内科　消内　腎
     内　循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442651,0121,3 小林医院 〒650-0012 小林　晋 小林　晋 昭39. 5.31一般         1診療所
     神戸市中央区北長狭通７丁目１－常　勤:    1 内   産   現存
     １７ (医       1) 平30. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442751,0122,1 玉垣外科 〒650-0044 玉垣　龍 玉垣　龍 昭39. 8. 1一般         3診療所
     神戸市中央区東川崎町６丁目１－常　勤:    1 外   整外 皮ひ現存
     ３４ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442851,0152,8 久保田産婦人科医院 〒650-0015 久保田　昭 久保田　昭 昭43. 4. 1産婦 診療所
     神戸市中央区多聞通５丁目３－７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442951,0160,1 横山医院 〒651-0076 横山　博朗 横山　博朗 昭43. 8. 1内   消   小  診療所
     神戸市中央区吾妻通６丁目１－２常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443051,0192,4 一般財団法人順天厚生〒650-0017 078-341-7114一般財団法人順天厚生高岡　道雄 昭45.12. 1内   診療所
     事業団　順天診療所 神戸市中央区楠町３丁目３－１３常　勤:    2事業団　理事長　岡田 ②循環器内科　現存
     (医       2)　実 平27.12. 1③消化器内科
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443151,0202,1 ワシオ産科婦人科診療〒650-0022 鷲尾　隆 鷲尾　隆 昭46. 7. 1一般    診療所
     所 神戸市中央区元町通１丁目９－６常　勤:    1 産   婦   現存
     石原ビル (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443251,0205,4 前田診療所 〒650-0024 078-331-5610前田　輝夫 前田　輝夫 昭47. 1. 1 診療所
     神戸市中央区海岸通５商船三井ビ常　勤:    2 現存
     ル２階 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 443351,0214,6 国家公務員共済組合連〒650-0024 078-851-8558国家公務員共済組合連小谷　光 昭48. 2. 1内   診療所
     合会六甲病院神戸合同神戸市中央区海岸通国家公務員神常　勤:    1合会六甲病院　理事長 現存
     庁舎診療所 戸合同庁舎 (医       1)　松元　崇 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443451,0230,2 小田内科循環器科 〒650-0004 078-221-2220小田　迪彦 小田　迪彦 昭50.10.16 診療所
     神戸市中央区中山手通４丁目１７常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443551,0243,5 陳内科医院 〒650-0002 茅園　建新 茅園　建新 昭52.10. 1 診療所
     神戸市中央区北野町２丁目６－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443651,0246,8 医療法人神戸健康共和〒651-0078 078-231-9031神戸健康共和会　理事郷地　秀夫 昭53. 4. 1内   外   整外診療所
     会東神戸診療所 神戸市中央区八雲通６丁目２－１常　勤:    1長　藤末　衛 放   精   現存
     ４ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443751,0248,4 鴻山内科クリニック 〒650-0004 鴻山　千秋 鴻山　千秋 昭53. 5. 1 診療所
     神戸市中央区中山手通５丁目１－常　勤:    1 現存
     １神戸山手大木ビル２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443851,0252,6 楊小児科医院 〒650-0004 078-332-7277鴻本　民 鴻本　民 昭54. 2. 1小   診療所
     神戸市中央区中山手通３丁目４－常　勤:    1 現存
     ７ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443951,0258,3 桑原外科 〒650-0011 078-341-2926桑原　 桑原　 昭54. 8. 1消   外   診療所
     神戸市中央区下山手通８丁目１０常　勤:    1 現存
     －１８ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444051,0263,3 伊藤整形外科 〒651-0094 伊藤　吾希夫 伊藤　吾希夫 昭54.12. 1 診療所
     神戸市中央区琴緒町５丁目３－５常　勤:    1 現存
     グリーンシャポービル３階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444151,0271,6 農業会館診療所 〒650-0024 078-333-6260兵庫県厚生農業協同組西尾　晃 昭55. 6. 1内   診療所
     神戸市中央区海岸通１ 常　勤:    1合連合会　代表理事会 現存
     (医       1)長　市村　幸太郎 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444251,0280,7 竹田内科外科 〒650-0011 078-391-3090竹田　文彦 竹田　文彦 昭56. 5.10 診療所
     神戸市中央区下山手通４丁目１－常　勤:    1 現存
     １４ (医       1) 平29. 5.10
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 444351,0283,1 神戸市医師会急病診療〒650-0016 078-341-2313一般社団法人　神戸市置塩　 昭56. 7. 1内   耳い 眼  診療所
     所 神戸市中央区橘通４丁目１－２０常　勤:    2医師会　会長　置塩　 産婦 現存
     神戸市医師会館本館１階 (医       2)隆 平29. 7. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444451,0284,9 医療法人　神甲会　隈〒650-0011 078-371-3721医療法人神甲会　隈病宮内　昭 昭56. 7. 1一般        58病院
     病院 神戸市中央区下山手通８丁目２－常　勤:   28院　理事長　隈　夏樹 内   外   麻  現存
     ３５ (医      28) 平29. 7. 1精   放   眼  
     非常勤:   30 耳い 
     (医      30) 内分泌内科、乳
     腺外科、病理診
     断、頭頸部外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444551,0287,2 鳥田診療所 〒650-0025 078-351-1240鳥田　健治 鳥田　健治 昭56.11. 1 診療所
     神戸市中央区相生町４丁目５－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444651,0305,2 藤井内科医院 〒651-0097 藤井　英樹 藤井　英樹 昭58. 8. 1 診療所
     神戸市中央区布引町４丁目３－２常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444751,0308,6 医療法人昭生病院附属〒651-0061 078-241-3824医療法人　昭生病院　村上　尚 昭58.12. 1内   診療所
     診療所 神戸市中央区上筒井通５丁目１－常　勤:    1理事長　和田　昇 ②循環器内科　現存
     １６ (医       1) 平28.12. 1肝臓・消化器内
     非常勤:    1 科（内視鏡）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444851,0324,3 医療法人　一輝会　荻〒650-0012 078-351-5751医療法人一輝会　理事藤本　誠 昭61. 2. 1一般        52病院
     原整形外科病院 神戸市中央区北長狭通５丁目３－常　勤:    5長　荻原　徹 整外 リハ リウ現存
     ５ (医       5) 平28. 2. 1内   
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444951,0332,6 岡田医院 〒650-0022 078-351-1200岡田　実 岡田　実 昭62. 3. 1内   循   消  診療所
     神戸市中央区元町通５丁目３－１常　勤:    1 現存
     ０岡田ビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445051,0338,3 生田診療所 〒650-0011 078-351-0251医療法人　神戸健康共武村　義人 昭62. 6. 1内   放   他  診療所
     神戸市中央区下山手通９丁目１－常　勤:    1和会　理事長　藤末　 現存
     ３ (医       1)衛 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 445151,0346,6 中沢眼科 〒651-0087 078-261-9091中澤　昭 中澤　昭 昭63. 8. 1眼   診療所
     神戸市中央区御幸通８丁目１－６常　勤:    1 現存
     神戸国際会館１３Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445251,0359,9 野澤内科循環器科 〒651-0094 078-222-6100医療法人社団　野澤内野澤　剛 平元. 9. 1内   循   診療所
     神戸市中央区琴緒町５丁目３－５常　勤:    2科循環器科　理事長　 現存
     グリーンシャポービル３階 (医       2)野澤　剛 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445351,0360,7 松川神経科診療所 〒650-0004 078-231-6018医療法人社団　松善会松川　悦之 平元. 9. 1内   精   神  診療所
     神戸市中央区中山手通４丁目３－常　勤:    1　理事長　松川　悦之 現存
     １１ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445451,0362,3 白クリニック 〒651-0095 078-242-8733白　永潤 白　永潤 平元.11. 1内   麻   診療所
     神戸市中央区旭通１丁目１サンピ常　勤:    1 現存
     ア２０１ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445551,0364,9 高橋眼科院 〒650-0016 078-361-0770医療法人社団　誠一会高橋　俊博 平元.11. 1眼   診療所
     神戸市中央区橘通２丁目１－１７常　勤:    2　理事長　高橋　俊博 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445651,0365,6 松葉眼科医院 〒650-0021 078-391-4901医療法人社団松栄会　松葉　沙織 平元.11. 1眼   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目８－１常　勤:    1理事長　北村　沙織（ 現存
     さんプラザビル３階３０２号 (医       1)松葉　沙織） 平28.11. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445751,0368,0 細見耳鼻咽喉科 〒650-0012 078-341-5666医療法人社団　細見耳細見　英信 平 2. 4. 1耳い 麻   診療所
     神戸市中央区北長狭通５丁目７－常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     ５ (医       1)　細見　英信 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445851,0369,8 林眼科医院 〒651-0077 078-251-0353医療法人社団　健明会林　重伸 平 2. 4. 1一般         3診療所
     神戸市中央区日暮通２丁目１－３常　勤:    1　理事長　林　重伸 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 445951,0370,6 いしはらクリニック 〒651-0096 078-261-8971石原　豊子 石原　豊子 平 2. 6. 1眼   診療所
     神戸市中央区雲井通６丁目１－５常　勤:    1 現存
     コスモビル（東急イン）２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446051,0372,2 小沢医院 〒650-0004 078-341-5547医療法人社団　杏園舎南　和光 平 2. 6. 1内   呼   消  診療所
     神戸市中央区中山手通７丁目２３常　勤:    2　小沢医院　理事長　 外   リハ 放  現存
     －１６ (医       2)南　和光 平29. 6. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446151,0377,1 林眼科医院 〒650-0004 078-241-7511医療法人社団　恵明会林　一 平元.11. 1眼   診療所
     神戸市中央区中山手通１丁目２３常　勤:    1　理事長　林　一 現存
     －１０ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446251,0378,9 藤谷耳鼻咽喉科 〒651-0094 078-261-0874医療法人社団愛光会　井上　健造 平 2. 9. 1耳い 診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町５丁目６－常　勤:    2理事長　井上　健造 現存
     ３ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446351,0380,5 医療法人社団五仁会元〒650-0012 078-321-6800医療法人社団　五仁会申　曽洙 平 2.10. 1内   診療所
     町ＨＤクリニック 神戸市中央区北長狭通３丁目６－常　勤:    1　理事長　西岡　正登 現存
     ３元町鯉川阪神ビル (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446451,0384,7 医療法人社団いざわ内〒650-0016 078-371-0888医療法人社団いざわ内伊澤　弘 平 2.12. 1内   循   診療所
     科クリニック 神戸市中央区橘通４丁目２－１８常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     (医       1)　伊澤　弘 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446551,0391,2 藤見医院 〒650-0025 078-575-3556医療法人社団藤見医院藤見　勝彦 平 3. 5. 1内   消   小  診療所
     神戸市中央区相生町５丁目１４－常　勤:    2　理事長　藤見　勝彦 放   現存
     １３ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446651,0394,6 カトウ耳鼻咽喉科 〒650-0022 078-331-7832山内　了平 山内　了平 平 3. 8. 1耳い 診療所
     神戸市中央区元町通１丁目１０ー常　勤:    1 現存
     １１元町エビスビル２Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446751,0395,3 黄地内科クリニック 〒650-0012 078-321-2028黄地　政則 黄地　政則 平 3. 9. 1内   診療所
     神戸市中央区北長狭通４丁目４ー常　勤:    1 現存
     １８ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 446851,0397,9 杉本美容形成外科 〒651-0094 078-251-1141杉本　孝郎 杉本　孝郎 平 4. 2. 1形外 美外 診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町５丁目４－常　勤:    1 現存
     １０ (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446951,0399,5 永松皮膚科医院 〒650-0004 078-221-1369永松　潔和 永松　潔和 平 4. 1. 8皮ひ 皮   診療所
     神戸市中央区中山手通２丁目１０常　勤:    1 現存
     －４ (医       1) 平28. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447051,0402,7 田中内科循環器科 〒650-0017 078-361-2770医療法人社団　田中内田中　忠治郎 平 4. 6. 1内   循   診療所
     神戸市中央区楠町５丁目４－１８常　勤:    1科循環器科　理事長　 現存
     (医       1)田中　忠治郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447151,0411,8 西田医院 〒651-0091 078-221-1412西田　靖彦 西田　靖彦 平 5. 1. 1内   小   診療所
     神戸市中央区若菜通４丁目２－４常　勤:    1 現存
     Ｎ・Ｋラポート２０１号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447251,0419,1 福家診療所 〒650-0004 078-241-0035医療法人社団　福家診中森　慶余 平 5. 6. 1内   診療所
     神戸市中央区中山手通３丁目１２常　勤:    2療所　理事長　中森　 現存
     －１３ (医       2)慶余 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447351,0422,5 松田眼科クリニック 〒650-0021 078-333-6871松田　公夫 松田　公夫 平 6. 2. 1眼   診療所
     神戸市中央区三宮町３丁目３－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447451,0424,1 河本医院 〒650-0015 078-341-0388河本　龍二 河本　龍二 平 6. 2.28内   小   診療所
     神戸市中央区多聞通３丁目３－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447551,0425,8 朝日ビル　中院クリニ〒650-0035 078-321-5588医療法人社団朝日ビル中院　達也 平 6. 3. 1胃   循   呼  診療所
     ック 神戸市中央区浪花町５９番地朝日常　勤:    2中院クリニック　理事 内   放   現存
     ビル内 (医       2)長　中院　達也 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447651,0426,6 一般社団法人　神戸市〒650-0016 078-351-1401一般社団法人　神戸市中島　保治 平 6. 3. 1内   放   診療所
     医師会医療センター診神戸市中央区橘通４丁目１番２０常　勤:    2医師会　会長　置塩　 現存
     療所 号 (医       2)隆 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447751,0432,4 並木眼科 〒650-0046 078-302-1677並木　眞理 並木　眞理 平 6. 9. 1眼   診療所
     神戸市中央区港島中町３丁目１－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平24. 9. 1
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 447851,0434,0 島田クリニック 〒651-0094 078-221-8805医療法人社団島田クリ島田　照三 平 6.12. 1精   心内 診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町５丁目３－常　勤:    1ニック　理事長　島田 現存
     ５－５０１ (医       1)　照三 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447951,0443,1 竹内医院 〒650-0011 078-341-1150竹内　陽史郎 竹内　陽史郎 平 7. 4. 1内   循   診療所
     神戸市中央区下山手通８丁目１７常　勤:    1 現存
     －２３ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448051,0444,9 原泌尿器科病院 〒650-0012 078-371-1203原　葉子 原　葉子 平 7. 4. 8一般        42病院
     神戸市中央区北長狭通５丁目７－常　勤:    6 ひ   現存
     １７ (医       6) 平28. 4. 8腎臓内科
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448151,0447,2 医療法人　愛和会　金〒650-0001 078-331-0743医療法人　愛和会　理金沢　秀樹 平 7. 6. 1内   消   循  診療所
     沢クリニック 神戸市中央区加納町６丁目６－１常　勤:    2事長　金澤　秀樹 外   整外 放  現存
     (医       2) 平28. 6. 1婦   呼   アレ
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448251,0450,6 内科・循環器科　米田〒650-0024 078-321-3300米田　豊 米田　豊 平 7. 7. 1内   循   診療所
     クリニック 神戸市中央区海岸通４新明海ビル常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448351,0452,2 鴻成クリニック 〒651-0077 078-242-2759医療法人　楽山会　理白　鴻成 平 7. 8. 1整外 リハ 内  診療所
     神戸市中央区日暮通６丁目４－１常　勤:    1事長　白　鴻成 現存
     ５ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448451,0461,3 海岸診療所 〒650-0024 078-331-0838医療法人社団　楽山会白　鴻泰 平 8. 4. 1内   呼   循  診療所
     神戸市中央区海岸通２丁目３－１常　勤:    1海岸診療所　理事長　 外   皮   現存
     ０ (医       1)白　鴻泰 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448551,0465,4 磯尾医院 〒651-0066 078-221-8095磯尾　泰之 磯尾　泰之 平 8. 9. 1内   小   皮  診療所
     神戸市中央区国香通４丁目１－１常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448651,0467,0 小山クリニック 〒651-0087 078-272-6220小山　哲司 小山　哲司 平 8.11. 1内   診療所
     神戸市中央区御幸通３丁目１ー２常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 448751,0469,6 河クリニック 〒650-0021 078-334-0882河　東成 河　東成 平 8.12. 1精   神   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目４－１常　勤:    1 現存
     京町ウエストーＫビル (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448851,0471,2 田熊整形外科 〒650-0026 078-341-7120田熊　瑩暉 田熊　瑩暉 平 9. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市中央区古湊通１丁目１－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448951,0474,6 北村クリニック 〒651-0093 078-261-3533医療法人社団公佑会　北村　純司 平 9. 2. 1脳外 神内 放  診療所
     神戸市中央区二宮町３丁目５－１常　勤:    2理事長　北村　純司 現存
     ４ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449051,0478,7 猪原皮フ科 〒651-0056 078-241-8484猪原　慎一 猪原　慎一 平 9. 4. 1皮ひ 皮   診療所
     神戸市中央区熊内２－１－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449151,0479,5 坂口クリニック 〒650-0022 078-341-0038坂口　憲吾 坂口　憲吾 平 9. 5. 1産婦 麻   小  診療所
     神戸市中央区元町通４丁目３－１常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449251,0482,9 本田皮ふ科 〒650-0021 078-331-1212本田　千博 本田　千博 平 9. 7. 1皮   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １神戸交通センタービル６階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449351,0484,5 野村耳鼻咽喉科 〒650-0044 078-685-3387野村　淳 野村　淳 平 9. 8. 1耳い 診療所
     神戸市中央区東川崎町７－３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449451,0492,8 明生アイクリニック 〒650-0012 078-334-1011医療法人社団　坂本眼澤井　循暉 平 9.12. 1眼   診療所
     神戸市中央区北長狭通１丁目２－常　勤:    1科　理事長　小松　重 新規 現存
     ２ (医       1)昭 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449551,0494,4 平川医院 〒651-0064 078-221-3883平川　博之 平川　博之 平10. 1. 1内   診療所
     神戸市中央区大日通４丁目３－２常　勤:    2 交代 胃腸内科 現存
     １ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449651,0495,1 宋神経科クリニック 〒650-0022 078-333-9281医療法人社団啓生会　宋　龍啓 平10. 1. 1精   内   診療所
     神戸市中央区元町通３丁目３－４常　勤:    1理事長　宋　龍啓 移動 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   493 頁

 449751,0501,6 浪方医院 〒650-0025 078-341-1452医療法人社団浪方医院浪方　由美 平10. 3. 1内   小   診療所
     神戸市中央区相生町４丁目６－１常　勤:    1　理事長　浪方　由美 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449851,0502,4 地域リハビリテーショ〒651-0077 078-242-5592神戸市長　久元　喜造山本　豊城 平10. 4. 1内   リハ 診療所
     ンセンター 神戸市中央区日暮通５丁目５－８常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449951,0504,0 神鋼記念病院 〒651-0072 078-261-6711社会医療法人神鋼記念東山　洋 平10. 4. 1一般       333病院
     神戸市中央区脇浜町１丁目４－４常　勤:  120会　理事長　山本　正 組織変更 内   呼内 精  現存
     ７ (医     120)之 平28. 4. 1小   外   整外
     非常勤:   48 形外 脳外 皮  
     (医      48) ひ   婦   眼  
     耳い リハ 麻  
     呼外 リウ 神内
     病理診断
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450051,0506,5 中山内科リウマチ・ア〒650-0044 078-360-1835医療法人中山内科リウ中山　志郎 平10. 5. 1内   リウ アレ診療所
     レルギー科 神戸市中央区東川崎町１丁目７－常　勤:    1マチ・アレルギー科　 組織変更 現存
     ４ダイヤニッセイビル７階 (医       1)理事長　中山　志郎 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450151,0509,9 ヤマウチクリニック 〒651-0071 078-271-7911山内　聖司 山内　聖司 平10. 8. 1内   消   放  診療所
     神戸市中央区筒井町３丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     ７フィオーレビーア１０１ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450251,0511,5 清岡診療所 〒650-0022 078-331-9047清岡　一恵 清岡　一恵 平10. 9.13ひ   性   診療所
     神戸市中央区元町通１丁目１４－常　勤:    1 交代 現存
     ２明松ビル３階 (医       1) 平28. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450351,0518,0 はなクリニック 〒651-0079 078-251-2287医療法人社団　はなク田中　茂 平11. 5. 1整外 外   診療所
     神戸市中央区東雲通１丁目７－４常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 肛門外科 現存
     (医       1)中　茂 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450451,0519,8 三聖病院 〒651-0094 078-261-2211医療法人社団　三聖会日並　忠成 平11. 6. 1一般        48病院
     神戸市中央区琴ノ緒町４丁目２－常　勤:    5　理事長　岡本　恭行 組織変更 療養        42現存
     ５ (医       5) 平29. 6. 1ひ   内   リハ
     非常勤:   18 整外 
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 450551,0521,4 樋口クリニック 〒650-0011 078-341-3540樋口　徹 樋口　徹 平11. 8. 1内   アレ 診療所
     神戸市中央区下山手通５丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450651,0523,0 竹村クリニック 〒650-0021 078-391-3131竹村　俊哉 竹村　俊哉 平11. 9. 1内   放   診療所
     神戸市中央区三宮町１－８－１サ常　勤:    1 交代 現存
     ンプラザ３階３１９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450751,0524,8 川端医院 〒650-0022 078-321-3412辛川　克 辛川　克 平11. 9. 1内   外   皮  診療所
     神戸市中央区元町通３－１－２０常　勤:    1 交代 現存
     元町ＭＫビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450851,0526,3 若栄内科循環器科医院〒650-0004 078-221-5033若栄　喜文 若栄　喜文 平11.10. 1内   循   診療所
     神戸市中央区中山手通１－２０－常　勤:    2 交代 現存
     ６ (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450951,0527,1 おう内科クリニック 〒651-0088 078-265-5731王　東明 王　東明 平11.11. 1内   診療所
     神戸市中央区小野柄通４丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １５振興ビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451051,0530,5 松本胃腸科クリニック〒650-0012 078-367-3760松本　修志 松本　修志 平12. 1. 1内   胃   皮  診療所
     神戸市中央区北長狭通５丁目１－常　勤:    1 新規 こう 現存
     ２１福建会館ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451151,0533,9 本山クリニック 〒651-0076 078-272-1288医療法人社団　本山ク本山　隆章 平12. 6. 1内   循   診療所
     神戸市中央区吾妻通６丁目４－１常　勤:    1リニック　理事長　本 組織変更 現存
     ７岩谷ハイツ１０１ (医       1)山　隆章 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451251,0535,4 精療クリニック小林 〒650-0022 078-333-9800小林　和 小林　和 平12. 6. 1精   心内 診療所
     神戸市中央区元町通２－８－１４常　勤:    2 移動 現存
     オルタンシアビル９階 (医       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451351,0537,0 はやし女性クリニック〒650-0017 078-351-1688林　省治 林　省治 平12. 9. 1産婦 診療所
     神戸市中央区楠町５丁目１－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451451,0540,4 めぐみクリニック 〒650-0046 078-302-2522医療法人社団めぐみク惠美　裕一郎 平12.12. 1外   胃   整外診療所
     神戸市中央区港島中町３丁目１－常　勤:    2リニック　理事長　惠 移動 リハ 現存
     ２ (医       2)美　裕一郎 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   495 頁

 451551,0541,2 福本クリニック 〒650-0044 078-360-0400医療法人社団福本クリ福本　聡 平13. 1. 1消   外   診療所
     神戸市中央区東川崎町１丁目７－常　勤:    1ニック　理事長　福本 組織変更 現存
     ４ダイヤニッセイビル７階 (医       1)　聡 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451651,0548,7 山田医院 〒650-0001 078-391-2234山田　光雄 山田　光雄 平13. 4.26一般         6診療所
     神戸市中央区加納町４丁目９－３常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平25. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451751,0555,2 ろっこう医療生活協同〒651-0079 078-262-7236ろっこう医療生活協同小西　達也 平13.10. 1内   リハ 診療所
     組合東雲診療所 神戸市中央区東雲通１－４－２４常　勤:    1組合　理事長　村上　 新規 現存
     (医       1)正治 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451851,0556,0 レディスクリニックハ〒650-0037 078-393-8840医療法人社団　レディ林　知惠子 平13.10. 1婦   皮   診療所
     ヤシ 神戸市中央区明石町３２明海ビル常　勤:    1ースクリニックハヤシ 移動 現存
     ９０１ (医       1)　理事長　林　知惠子 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451951,0560,2 腎友会クリニック 〒651-0094 078-241-8911医療法人腎友会　理事宮崎　哲夫 平13.11. 1内   診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町４丁目８－常　勤:    1長　神谷　けい子 組織変更 人工透析内 現存
     ８ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452051,0562,8 岡本医院 〒651-0093 078-221-0522岡本　直人 岡本　直人 平14. 1. 1内   小   診療所
     神戸市中央区二宮町４－９－１１常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452151,0563,6 山口レディスクリニッ〒650-0001 078-391-2246山口　幸俊 山口　幸俊 平14. 1. 1産   婦   内  診療所
     ク 神戸市中央区加納町３丁目４－７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452251,0566,9 宇野心療内科クリニッ〒650-0021 078-327-1811宇野　正秀 宇野　正秀 平14. 4. 1心内 神内 精  診療所
     ク 神戸市中央区三宮町１丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １神戸交通センタービル６階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 452351,0567,7 岡川医院 〒651-0095 078-221-7700松尾　玲子 松尾　玲子 平14. 4. 4内   診療所
     神戸市中央区旭通４丁目１－３８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452451,0569,3 若栄クリニック 〒650-0013 078-360-1152若榮　徳彦 若榮　徳彦 平14. 5. 1精   神   心内診療所
     神戸市中央区花隈町３－３メトロ常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ花くまビル２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452551,0570,1 母と子の上田病院 〒651-0066 078-241-3305医療法人社団直太会　上田　達郎 平14. 5. 1一般 病院
     神戸市中央区国香通１丁目１－４常　勤:    8理事長　上田　達郎 組織変更     一般    57現存
     (医       8) 平26. 5. 1産婦 小   麻  
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452651,0571,9 福島神経科クリニック〒651-0097 078-242-7226医療法人社団　福島神福島　正人 平14. 4.24精   心内 診療所
     神戸市中央区布引町１丁目１－２常　勤:    1経科クリニック　理事 組織変更 現存
     ５ (医       1)長　福島　正人 平26. 4.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452751,0572,7 須田内科循環器科 〒651-0056 078-252-1118須田　研一郎 須田　研一郎 平14. 7. 1内   循   呼  診療所
     神戸市中央区熊内町４丁目８－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452851,0574,3 旭診療所 〒651-0095 078-221-3263医療法人社団　旭診療横山　忠資 平14. 7. 1内   小   診療所
     神戸市中央区旭通２丁目４番５－常　勤:    1所　理事長　横山　忠 組織変更 現存
     １０１号 (医       1)資 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452951,0576,8 山手クリニック 〒650-0021 078-391-5822津嘉山　朝彦 津嘉山　朝彦 平14. 9. 1皮   外   形外診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目４－４常　勤:    1 新規 内   美外 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453051,0577,6 小山田クリニック 〒650-0044 078-367-1330小山田　浩 小山田　浩 平14.10. 1内   胃   診療所
     神戸市中央区東川崎町１丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ６ＬＳ神戸１階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453151,0579,2 置塩医院 〒650-0011 078-331-0980置塩　隆 置塩　 平14.12. 1内   循   診療所
     神戸市中央区下山手通２－１２－常　勤:    1 移動 現存
     ３三宮置塩ビル７階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 453251,0581,8 岡クリニック 〒651-0092 078-230-1123岡　しおり 岡　しおり 平15. 2. 1耳い ひ   診療所
     神戸市中央区生田町１丁目４番１常　勤:    2 新規 現存
     号 (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453351,0583,4 内科小児科山中医院 〒650-0001 078-391-2816山中　義夫 山中　義夫 平15. 1.13内   小   診療所
     神戸市中央区加納町４丁目８－１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (医       1) 平27. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453451,0584,2 香明診療所 〒650-0011 078-391-1528医療法人社団　香明診植田　信也 平15. 2. 1一般 診療所
     神戸市中央区下山手通１丁目３番常　勤:    1療所　理事長　植田　 組織変更     一般     1休止
     ２４号 (医       1)信也 平27. 2. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453551,0585,9 森寺内科 〒651-0092 078-262-0305森寺　邦三郎 森寺　邦三郎 平15. 3. 1内   診療所
     神戸市中央区生田町１丁目４－１常　勤:    1 新規 現存
     ショダリ２１・５階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453651,0587,5 曽谷眼科 〒650-0021 078-391-2179曽谷　治之 曽谷　治之 平15. 3. 1眼   診療所
     神戸市中央区三宮町１－１０－１常　勤:    2 交代 現存
     神戸交通センタービル６階 (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453751,0589,1 クリニック王子 〒651-0072 078-222-3305王子　英哲 王子　英哲 平15. 3.31外   内   整外診療所
     神戸市中央区脇浜町３－５－７ 常　勤:    1 移動 リハ 放   現存
     (医       1) 平27. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453851,0591,7 近藤皮フ科クリニック〒651-0094 078-241-1224近藤　眞史 近藤　眞史 平15. 4. 1皮   診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町５－３－５常　勤:    1 交代 現存
     グリーンシャポービル３１２号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453951,0596,6 にこメディカルクリニ〒650-0046 078-302-6678医療法人社団にこメデ上浦　望 平15. 5. 1内   診療所
     ック 神戸市中央区港島中町３丁目２番常　勤:    2ィカルクリニック　理 組織変更 現存
     地６－１ (医       2)事長　上浦　望 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454051,0597,4 ゆみこ皮フ科クリニッ〒650-0016 078-371-3663武田　裕美子 武田　裕美子 平15. 6. 1皮   診療所
     ク 神戸市中央区橘通４丁目２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454151,0598,2 藤本内科クリニック 〒650-0046 078-302-2525医療法人社団　寿徳会藤本　俊 平15. 5. 1内   心内 精  診療所
     神戸市中央区港島中町２丁目１番常　勤:    1　理事長　藤本　俊 移動 現存
     地１２北埠頭ビル (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 454251,0599,0 たなかクリニック 〒650-0025 078-651-0018医療法人社団たなかク田中　幸弘 平15. 6. 1胃   外   リハ診療所
     神戸市中央区相生町５丁目１０番常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     ２１号 (医       1)中　幸弘 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454351,0604,8 兵庫県災害医療センタ〒651-0073 078-241-3131兵庫県知事　井戸　敏中山　伸一 平15. 8. 1一般 病院
     ー 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３常　勤:   21三 新規     一般    30現存
     番１号 (医      21) 平27. 8. 1内   神内 外  
     整外 脳外 心外
     放   麻   形外
     循環器内科　救
     急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454451,0605,5 神戸赤十字病院 〒651-0073 078-231-6006日本赤十字社　社長　山下　晴央 平15. 8. 1一般 病院
     神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３常　勤:   79近衛　忠煇 移動     一般   310現存
     番１号 (医      79) 平27. 8. 1内   呼内 心内
     非常勤:   44 神内 外   形外
     (医      44) 整外 リハ 脳外
     呼外 心外 ひ  
     婦   眼   耳い
     放   麻   皮  
     病理 
     消内、循内、糖
     ・代謝内、消外
     、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454551,0607,1 鈴木医院 〒651-0056 078-241-4727鈴木　高昭 鈴木　高昭 平15. 9. 1内   皮   放  診療所
     神戸市中央区熊内町２丁目１０－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454651,0609,7 小倉内科クリニック 〒650-0021 078-393-2021小倉　学 小倉　学 平15.10. 1内   消   循  診療所
     神戸市中央区三宮町３－３－２常常　勤:    1 移動 現存
     和神戸ビル６階－Ｂ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454751,0611,3 なかほり眼科クリニッ〒650-0025 078-367-3770中堀　裕子 中堀　裕子 平15.12. 1眼   診療所
     ク 神戸市中央区相生町３丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454851,0612,1 木村内科 〒650-0025 078-351-4114木村　文敏 木村　文敏 平15.12. 1循   呼   消  診療所
     神戸市中央区相生町３丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454951,0613,9 多田皮膚科 〒650-0025 078-360-1112多田　正憲 多田　正憲 平15.12. 1皮   アレ 形外診療所
     神戸市中央区相生町３丁目１番２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平27.12. 1
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 455051,0614,7 山下レディースクリニ〒651-0086 078-265-6475山下　正紀 山下　正紀 平16. 1. 1産婦 診療所
     ック 神戸市中央区磯上通７－１－８三常　勤:    1 移動 現存
     宮インテス４階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455151,0616,2 医療法人二十一会ソノ〒650-0021 078-392-5521医療法人二十一会　理川端　祐子 平16. 1. 1皮   形外 整外診療所
     クリニック 神戸市中央区三宮町２丁目１１番常　勤:    1事長　薗　雅宏 組織変更 現存
     １－３１２号センタープラザ西館(医       1) 平28. 1. 1
     ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455251,0617,0 阿部クリニック 〒651-0096 078-265-5577阿部　仁 阿部　仁 平16. 2. 1内   循   診療所
     神戸市中央区雲井通６丁目１－５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455351,0618,8 英ウイメンズクリニッ〒650-0021 078-392-8723医療法人社団英ウイメ塩谷　雅英 平16. 4. 1一般 診療所
     ク 神戸市中央区三宮町１－１－２三常　勤:    4ンズクリニック　理事 新規     一般     1現存
     宮セントラルビル２Ｆ (医       4)長　塩谷　雅英 平28. 4. 1婦   産   ひ  
     非常勤:   11 麻   
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455451,0619,6 風間耳鼻咽喉科 〒651-0061 078-222-0453風間　宣彦 風間　宣彦 平16. 4. 1耳い 診療所
     神戸市中央区上筒井通４丁目２－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455551,0620,4 フラワーロード服部内〒651-0097 078-222-5566服部　かおる 服部　かおる 平16. 5. 1内   循   呼  診療所
     科 神戸市中央区布引町３－１－７神常　勤:    1 新規 他   現存
     戸クリニックビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455651,0621,2 新神戸ひろせ眼科 〒651-0092 078-230-3220医療法人社団　新神戸広瀬　文隆 平16. 5. 1眼   診療所
     神戸市中央区生田町１丁目４番１常　勤:    1ひろせ眼科　理事長　 組織変更 現存
     号ショダリ２１Ｅ２０２ (医       1)広瀬　文隆 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455751,0622,0 兵庫県こころのケアセ〒651-0073 078-200-3010兵庫県知事　井戸　敏加藤　寛 平16. 6. 1精   診療所
     ンター附属診療所 神戸市中央区脇浜海岸通１－３－常　勤:    3三 新規 現存
     ２ (医       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455851,0623,8 岡本クリニック 〒650-0021 078-322-2488医療法人社団　伍仁会岡本　交二 平16. 6. 1内   呼内 婦  診療所
     (51,0526,9) 神戸市中央区三宮町１丁目１０番常　勤:    7　理事長　岡本　交二 組織変更 歯   歯外 現存
     １号神戸交通センタービル６・７(医       7) 平28. 6. 1循環器内科　消
     Ｆ 非常勤:    5 化器内科　糖尿
     (医       5) 病内科　乳腺外
     科
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 455951,0624,6 田中神経科クリニック〒651-0086 078-261-2431田中　博文 田中　博文 平16. 7. 1神   心内 精  診療所
     神戸市中央区磯上通８丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456051,0626,1 たつたクリニック 〒651-0097 078-261-2777達田　健司 達田　健司 平16. 9. 1心内 神   精  診療所
     神戸市中央区布引町４－２－１２常　勤:    1 新規 現存
     ネオフィス三宮７０３ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456151,0627,9 小川クリニック 〒651-0095 078-221-6308小川　達司 小川　達司 平16. 9. 1内   呼   外  診療所
     神戸市中央区旭通５－２－１７ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456251,0631,1 神戸元町クリニック 〒650-0022 078-367-3161阪井　学 阪井　学 平16.12. 1内   皮   診療所
     神戸市中央区元町通４－６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456351,0634,5 鎌田耳鼻咽喉科医院 〒650-0027 078-371-7332鎌田　守人 鎌田　守人 平17. 2. 1耳い 診療所
     神戸市中央区中町通４丁目２－１常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456451,0635,2 明芳病院 〒651-0067 078-221-1450医療法人社団明芳会　鄒　旺燁 平17. 3. 1療養 病院
     神戸市中央区神若通６丁目４－１常　勤:    1明芳病院　理事長　鄒 組織変更     療養    48現存
     (医       1)　博馨 平29. 3. 1整外 リハ 内  
     非常勤:   14 漢方内科
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456551,0636,0 もり皮フ科クリニック〒650-0021 078-327-8227森　秋彦 森　秋彦 平17. 5. 1皮   アレ 診療所
     神戸市中央区三宮町３丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ５東亜ビル５階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456651,0638,6 髙田内科クリニック 〒651-0077 078-221-8048髙田　輝雄 髙田　輝雄 平17. 5. 1内   循   呼  診療所
     神戸市中央区日暮通３丁目５－１常　勤:    1 交代 現存
     ２ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456751,0639,4 井上心療クリニック 〒650-0022 078-333-0051医療法人社団井上心療井上　靖裕 平17. 6. 1精   心内 診療所
     神戸市中央区元町通３丁目１番１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号メディカルビル翔貴６階 (医       1)井上　靖裕 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456851,0644,4 うすき内科・循環器科〒651-0054 078-271-1192薄木　成一郎 薄木　成一郎 平17.11. 1内   循   診療所
     神戸市中央区野崎通３丁目３－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29.11. 1
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 456951,0648,5 前田呼吸器科クリニッ〒651-0084 078-251-4159医療法人社団前田呼吸前田　均 平18. 2. 1一般 診療所
     ク 神戸市中央区磯辺通３丁目２番１常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更     一般     6現存
     １号 (医       1)長　前田　均 平30. 2. 1内   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457051,0649,3 ぶどうの木　しゅどう〒651-0086 078-251-1818首藤　達哉 首藤　達哉 平18. 4. 1内   循   リハ診療所
     内科循環器科クリニッ神戸市中央区磯上通３丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ク 号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457151,0650,1 岡田クリニック 〒651-0097 078-231-7100医療法人社団岡田クリ岡田　芳春 平18. 4. 1眼   内   診療所
     神戸市中央区布引町３丁目１番７常　勤:    1ニック　理事長　岡田 移動 現存
     号神戸クリニックビル８階 (医       1)　芳春 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457251,0652,7 ＯＨクリニック 〒650-0022 王　億 王　億 平18. 6. 1内   アレ リハ診療所
     神戸市中央区元町通２－９－１元常　勤:    1 新規 心内 精   現存
     町プラザ６０８ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457351,0653,5 元町伊庭クリニック 〒650-0021 伊庭　重紀 伊庭　重紀 平18. 6. 1皮   診療所
     神戸市中央区三宮町３丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457451,0656,8 ひまわりクリニック三〒650-0001 078-327-0722医療法人しんあい会　田中　良章 平18. 9. 1眼   診療所
     宮 神戸市中央区加納町４丁目３番２常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     号近藤ビル３階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457551,0658,4 山根クリニック 〒650-0027 078-362-5533山根　光量 山根　光量 平18.11. 1内   循   リハ診療所
     神戸市中央区中町通２丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457651,0662,6 波多腰心療クリニック〒650-0001 078-321-2887波多腰　正隆 波多腰　正隆 平19. 2. 1心内 神   精  診療所
     神戸市中央区加納町６丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     金沢三宮ビル地下１階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457751,0664,2 医療法人社団伍仁会　〒651-0096 078-252-0101医療法人社団伍仁会　山元　奈穂 平19. 3. 1一般 診療所
     神戸アーバン乳腺クリ神戸市中央区雲井通４丁目１番６常　勤:    2理事長　岡本　交二 新規     一般    12現存
     ニック 号 (医       2) 平25. 3. 1他   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 457851,0668,3 ゆかりレディースクリ〒650-0021 078-391-7887医療法人社団　怜朋会辻　ゆかり 平19. 4. 1婦   内   心内診療所
     ニック 神戸市中央区三宮町１丁目４番９常　勤:    2　理事長　辻　ゆかり 組織変更 精   現存
     号 (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457951,0670,9 山辺レディースクリニ〒650-0021 078-335-0555山辺　晋吾 山辺　晋吾 平19. 5. 1産婦 診療所
     ック 神戸市中央区三宮町２－５－１三常　勤:    1 新規 現存
     宮ハートビル５階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458051,0671,7 冨永クリニック 〒651-0093 078-231-0371冨永　了 冨永　了 平19. 5. 1放   内   胃  診療所
     神戸市中央区二宮町４丁目１１－常　勤:    1 交代 現存
     １１ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458151,0673,3 井之上メディカルクリ〒650-0012 078-325-1585井之上　竜一 井之上　竜一 平19. 6. 1内   消   診療所
     ニック 神戸市中央区北長狭通２－５－９常　勤:    2 新規 現存
     －４Ｆ (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458251,0676,6 宮本耳鼻咽喉科 〒651-0097 078-252-1515宮本　篤志 宮本　篤志 平19.10. 1耳い 診療所
     神戸市中央区布引町４丁目３番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458351,0679,0 高橋整形外科 〒650-0011 078-371-0105医療法人社団　高橋整髙橋　信男 平19.11. 1整外 リハ 診療所
     神戸市中央区下山手通９丁目１番常　勤:    1形外科　理事長　髙橋 移動 現存
     ５号 (医       1)　信男 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458451,0680,8 にしはらクリニック 〒651-0056 078-241-3110西原　德文 西原　德文 平19.11. 1内   消   診療所
     神戸市中央区熊内町１丁目８－１常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458551,0682,4 今泉眼科 〒651-0066 078-222-0802今泉　美恵子 今泉　美恵子 平20. 1. 1眼   診療所
     神戸市中央区国香通１丁目１の１常　勤:    1 新規 現存
     グランディア阪急春日野道駅前ビ(医       1) 平26. 1. 1
     ル３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   503 頁

 458651,0686,5 小林クリニック 〒650-0033 078-325-1772小林　伸久 小林　伸久 平20. 2. 1内   診療所
     神戸市中央区江戸町９４－２ファ常　勤:    1 新規 現存
     ーストプレイスユニオンビル３０(医       1) 平26. 2. 1
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458751,0688,1 山本眼科 〒650-0004 078-321-0522山本　正朗 山本　正朗 平20. 2. 1眼   診療所
     神戸市中央区中山手通４丁目２－常　勤:    1 移動 現存
     ９ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458851,0689,9 どいクリニック 〒651-0064 078-271-0321土居　聖 土居　聖 平20. 3. 1胃   外   診療所
     神戸市中央区大日通７－１－４－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458951,0691,5 あいしんクリニック泌〒651-0055 078-252-1250愛新　啓盛 愛新　啓盛 平20. 3. 1ひ   診療所
     尿器科 神戸市中央区熊内橋通７丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １３号神戸芸術センター４Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459051,0692,3 おおかど循環器科クリ〒651-0055 078-855-9151大加戸　彰彦 大加戸　彰彦 平20. 5. 1循   呼   外  診療所
     ニック 神戸市中央区熊内橋通７－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３神戸芸術センタービル内医療モ(医       1) 平26. 5. 1
     ール４Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459151,0693,1 レイ眼科クリニック 〒650-0034 078-391-0157医療法人社団　医新会松本　玲 平20. 5. 1眼   診療所
     神戸市中央区京町７４番地京町７常　勤:    1　理事長　新見　浩司 新規 現存
     ４番ビル９階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459251,0694,9 柴田美容皮膚科クリニ〒650-0021 078-325-2877柴田　節子 柴田　節子 平20. 4.30皮   形外 整外診療所
     ック 神戸市中央区三宮町１－８－１－常　勤:    1 移動 現存
     ３３７ (医       1) 平26. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459351,0696,4 松本善男クリニック 〒651-0055 078-221-7725松本　善男 松本　善男 平20. 8. 1心内 精   診療所
     神戸市中央区熊内橋通７丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １３神戸芸術センター４Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459451,0697,2 渚診療所 〒651-0094 078-222-2001松島　滋 松島　滋 平20. 9. 1心内 内   婦  診療所
     神戸市中央区琴ノ緒町３－２－１常　勤:    1 移動 皮   精   現存
     琴ノ緒ビル２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 459551,0701,2 王子会　神戸循環器ク〒650-0017 078-367-7222医療法人社団　王子会山口　眞弘 平21. 1. 1心外 婦   診療所
     リニック 神戸市中央区楠町６丁目１１番５常　勤:    2　理事長　鄒　美千代 新規 ①循環器内科③現存
     号 (医       2) 平27. 1. 1放射線診断科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459651,0702,0 内科　謝クリニック 〒650-0004 078-939-8522謝　紹東 謝　紹東 平21. 2. 1内   循   他  診療所
     神戸市中央区中山手通３丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ８大東ビル１Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459751,0703,8 独立行政法人地域医療〒650-0044 078-351-5108独立行政法人地域医療小黒　厚 平21. 4. 1内   診療所
     機能推進機構　神戸中神戸市中央区東川崎町１－５－７常　勤:    1機能推進機構　理事長 新規 現存
     央病院附属健康管理セ神戸情報文化ビル１７階 (医       1)　尾身　茂 平27. 4. 1
     ンター 非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459851,0705,3 しば心療内科クリニッ〒650-0025 078-382-1441医療法人社団しば心療志波　正喜 平21. 3. 1精   心内 神内診療所
     ク 神戸市中央区相生町三丁目１番２常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     号 (医       1)長　志波　正喜 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459951,0708,7 神鋼記念病院附属　新〒651-0056 078-261-6736社会医療法人神鋼記念山本　正之 平21.10. 1婦   診療所
     神戸ドック健診クリニ神戸市中央区熊内町７丁目６番１常　勤:    1会　理事長　山本　正 新規 ①消化器内科　現存
     ック ジークレフ新神戸タワー２０１号(医       1)之 平27.10. 1乳腺外科
     室 非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460051,0709,5 たつみクリニック 〒650-0001 078-252-2430辰巳　惠章 辰巳　惠章 平21.10. 1消   外   こう診療所
     神戸市中央区加納町２－９－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460151,0710,3 きたよし皮膚科形成外〒651-0086 078-231-5639北 　光 北 　光 平21.10. 1皮   形外 美外診療所
     科 神戸市中央区磯上通８－１－３２常　勤:    1 移動 現存
     グリーンビル (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460251,0711,1 大森整形外科クリニッ〒650-0004 078-271-3377大森　治 大森　治 平21.11. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 神戸市中央区中山手通４丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１８号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460351,0714,5 王子クリニック 〒651-0053 078-271-0363医療法人社団王子会　鄒　美千代 平21.11. 1内   整外 診療所
     神戸市中央区籠池通５丁目１番２常　勤:    1理事長　鄒　美千代 移動 ②循環器内科③現存
     ５号 (医       1) 平27.11. 1人工透析内科　
     非常勤:    7 腎臓内科
     (医       7)
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 460451,0715,2 西記念　神戸アカデミ〒651-0086 078-265-6524西　昂 西　昂 平21.12. 1美外 形外 内  診療所
     アクリニック 神戸市中央区磯上通３丁目１－１常　勤:    2 新規 美容皮膚科 現存
     ３ (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460551,0716,0 神戸ルミナスクリニッ〒650-0021 078-331-3917医療法人社団菫会　理井谷　豊 平22. 1. 1美外 皮   形外診療所
     ク 神戸市中央区三宮町１丁目４－３常　勤:    1事長　前田　章 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460651,0717,8 きむ耳鼻咽喉科 〒651-0073 078-242-3387金　泰秀（香川泰秀）金　泰秀（香川泰秀）平22. 2. 1耳い アレ 診療所
     神戸市中央区脇浜海岸通２－２－常　勤:    1 新規 現存
     ３－３Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460751,0718,6 まどのみきメンタルク〒651-0073 078-252-2477真殿　美樹 真殿　美樹 平22. 2. 1心内 精   診療所
     リニック 神戸市中央区脇浜海岸通２－２－常　勤:    1 新規 現存
     ３－３Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460851,0723,6 加茂皮フ科医院 〒651-0073 078-265-1112加茂　統良 加茂　統良 平22. 5. 1皮   アレ 診療所
     神戸市中央区脇浜海岸通２－２－常　勤:    1 新規 現存
     ３－３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460951,0725,1 神戸マリナーズ厚生会〒650-0004 078-351-2225一般財団法人　神戸マ榎本　勝彦 平22. 5. 1一般       146病院
     病院 神戸市中央区中山手通７丁目３番常　勤:    9リナーズ厚生会　理事 移動 療養        53現存
     １８号 (医       9)長　井上　一成 平28. 5. 1内   外   整外
     非常勤:   29 脳外 婦   放  
     (医      29) リハ 
     消化器内科　循
     環器内科　消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461051,0726,9 トアロード形成美容ク〒650-0012 078-333-1011上出　泰夫 上出　泰夫 平22. 7. 1形外 美外 皮  診療所
     リニック 神戸市中央区北長狭通３丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番１５号ゴールドウッズトアロー(医       1) 平28. 7. 1
     ドビル５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461151,0727,7 青山内科クリニック 〒650-0015 078-366-6810医療法人社団青山内科青山　伸郎 平22. 6. 1内   診療所
     神戸市中央区多聞通３丁目３番９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 ②消化器内③循現存
     号 (医       1)青山　伸郎 平28. 6. 1環器内④放射線
     非常勤:    3 診断⑤糖尿外
     (医       3)
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 461251,0728,5 坪井クリニック 〒650-0046 078-303-1455医療法人社団誠恵会　坪井　寿人 平22.11. 1内   消   リハ診療所
     神戸市中央区港島中町６丁目１４常　勤:    1理事長　坪井　寿人 移動 現存
     ポートピアプラザＤ棟１０５号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461351,0729,3 神戸こども初期急病セ〒651-0073 078-862-6075神戸市長　久元　喜造石田　明人 平22.12. 1小   診療所
     ンター 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４常　勤:    5 新規 現存
     番１号 (医       5) 平28.12. 1
     非常勤:  133
     (医     133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461451,0730,1 こたに医院 〒650-0034 078-599-5010小谷　康 小谷　康 平22.12. 1内   外   アレ診療所
     神戸市中央区京町７４ダヴィンチ常　勤:    1 新規 心内 現存
     三宮９Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461551,0731,9 英ウイメンズ　セント〒650-0021 078-392-8723医療法人社団英ウイメ苔口　昭次 平23. 1. 1婦   産   ひ  診療所
     ラルファティリティ　神戸市中央区三宮町１丁目１番２常　勤:   11ンズクリニック　理事 新規 現存
     クリニック 号三宮セントラルビル７・８階 (医      11)長　塩谷　雅英 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461651,0734,3 眼科いのうえクリニッ〒650-0015 078-371-2507井上　正則 井上　正則 平23. 3. 1眼   診療所
     ク 神戸市中央区多聞通４－１－３ナ常　勤:    1 移動 現存
     カヤマビル４Ｆ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461751,0735,0 本庄メディカルクリニ〒650-0004 078-599-5980本庄　孝行 本庄　孝行 平23. 4. 1内   消   放  診療所
     ック 神戸市中央区中山手通３－２－１常　勤:    1 新規 現存
     トア山手ザ・神戸タワー２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461851,0736,8 よしい心療内科 〒651-0066 078-242-7136吉井　勇 吉井　勇 平23. 4. 1精   心内 診療所
     神戸市中央区国香通１丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号グランディア阪急春日野道駅前(医       1) 平29. 4. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461951,0740,0 三都ブレインクリニッ〒650-0004 078-392-3105久保　重喜 久保　重喜 平23. 6. 1脳外 神内 他  診療所
     ク 神戸市中央区中山手通３－２－１常　勤:    1 新規 現存
     トア山手ザ神戸タワー２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 462051,0741,8 神戸市立医療センター〒650-0047 078-302-4321地方独立行政法人神戸細谷　亮 平23. 7. 1一般 病院
     (51,0454,4) 中央市民病院 神戸市中央区港島南町２丁目１番常　勤:  343市民病院機構　理事長 移動     一般   750現存
     地１ (医     333)　橋本　信夫 平29. 7. 1一般（感染）
     (歯      10)     感染    10
     非常勤:   86 精神
     (医      85)     精神     8
     (歯       1) 内   循   神内
     消   呼   精  
     小   皮   外  
     心外 呼外 脳外
     整外 形外 産婦
     ひ   眼   耳い
     麻   歯   歯外
     放   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462151,0743,4 上野内科・糖尿病内科〒650-0022 078-391-7500上野　尚彦 上野　尚彦 平23.10. 1内   他   診療所
     クリニック 神戸市中央区元町通２丁目８－１常　勤:    1 新規 現存
     ４オルタンシアビル５階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462251,0745,9 柳筋診療所 〒651-0068 078-231-2335医療法人神戸健康共和日高　隆三 平23.12. 1内   小   放  診療所
     神戸市中央区旗塚通５丁目１－２常　勤:    1会　理事長　藤末　衛 移動 現存
     ５ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462351,0746,7 こじま肛門外科三宮フ〒651-0097 078-241-2727医療法人社団こじま肛野村　英明 平24. 1. 1こう 診療所
     ラワーロード診療所 神戸市中央区布引町３丁目１番７常　勤:    1門外科　理事長　小島 新規 現存
     号神戸クリニックビル５Ｆ (医       1)　修司 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462451,0748,3 神成美容外科形成外科〒651-0096 078-242-4380上田　直光 上田　直光 平24. 1. 1美外 形外 皮  診療所
     神戸市中央区雲井通７－１－１ミ常　勤:    1 新規 内   婦   現存
     ント神戸１３Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462551,0751,7 一般財団法人神戸マリ〒650-0046 078-303-6123一般財団法人神戸マリ和田　哲成 平24. 3. 1一般 病院
     ナーズ厚生会　ポート神戸市中央区港島中町４丁目６番常　勤:    6ナーズ厚生会　理事長 新規     一般   144現存
     アイランド病院 地 (医       6)　井上　一成 平30. 3. 1療養
     非常勤:   29     療養    68
     (医      29) 内   心内 外  
     整外 脳外 ひ  
     皮   リハ 放  
     ②循内③消内⑤
     小児神経内⑬人
     工透析内科
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 462651,0752,5 にいざわ内科・漢方ク〒650-0025 078-382-2022新澤　敦 新澤　敦 平24. 4. 1内   他   リウ診療所
     リニック 神戸市中央区相生町４丁目６番１常　勤:    1 新規 アレ 現存
     号木村ビル３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462751,0754,1 ひろクリニック 〒650-0034 078-333-4727坂井　宏成 坂井　宏成 平24. 4. 1一般         1診療所
     神戸市中央区京町７０番松岡ビル常　勤:    2 新規 整外 リウ リハ現存
     ２Ｆ (医       2) 平30. 4. 1放   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462851,0757,4 ＨＡＴ神戸つじ内科 〒651-0073 078-261-1005 　智洋 　智洋 平24. 6. 1内   消   小  診療所
     神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －３ＨＡＴ神戸メディカルモール(医       1) 平30. 6. 1
     ３０３－２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462951,0761,6 神戸博愛病院 〒650-0022 078-362-5010鄭　正秀 鄭　正秀 平24. 9. 1一般        32病院
     神戸市中央区元町通７丁目１－１常　勤:    4 移動 療養        88現存
     ７ (医       4) 平24. 9. 1内   外   整外
     非常勤:   25 放   リハ 皮  
     (医      25) 児童精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463051,0765,7 神戸低侵襲がん医療セ〒650-0046 078-304-4100医療法人社団　神戸低藤井　正彦 平25. 4. 1一般        80病院
     (51,0473,4) ンター 神戸市中央区港島中町八丁目５番常　勤:   18侵襲がん医療センター 新規 放   ひ   脳外現存
     １ (医      17)　理事長　藤井　正彦 平25. 4. 1呼内 婦   皮  
     (歯       1) 歯外 麻   リハ
     非常勤:   30 内   
     (医      30) 放腫　腫内　耳
     外　消内外　循
     内　精神経　緩
     内　乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463151,0767,3 西記念ポートアイラン〒650-0046 078-303-2424医療法人康雄会　理事小澤　修一 平25. 5. 1一般 病院
     (51,0475,9) ドリハビリテーション神戸市中央区港島中町８丁目５番常　勤:    9長　西　昂 新規     一般   100現存
     病院 ２ (医       8) 平25. 5. 1療養
     (歯       1)     療養    50
     非常勤:   25 リハ 内   循  
     (医      24) 他   消   放  
     (歯       1) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463251,0769,9 社会福祉法人神戸真生〒650-0004 078-360-0242社会福祉法人　神戸真數田　紀久子 平25. 5. 1小   診療所
     塾附属小児科診療所　神戸市中央区中山手通７丁目２４常　勤:    1生塾　理事長　菅根　 新規 現存
     愛こどもクリニック 番１１号 (医       1)信彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 463351,0772,3 橋本皮膚科 〒650-0025 078-341-3373橋本　博史 橋本　博史 平25. 6. 1皮   診療所
     神戸市中央区相生町１－２－１４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463451,0773,1 しろ内科クリニック 〒651-0095 078-231-4646城　洋志彦 城　洋志彦 平25. 8. 1内   神内 診療所
     神戸市中央区旭通４丁目１－４　常　勤:    1 新規 現存
     シティタワープラザ３Ｆ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463551,0774,9 丸山耳鼻咽喉科医院 〒651-0078 078-221-1303医療法人社団　丸山耳丸山　晋 平25. 7. 1耳い 診療所
     神戸市中央区八雲通３丁目３番１常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     ５号八雲ビル１１６ (医       1)　丸山　晋 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463651,0775,6 びとう皮膚科クリニッ〒651-0095 078-231-2333尾藤　利憲 尾藤　利憲 平25. 8. 1皮   アレ 診療所
     ク 神戸市中央区旭通４丁目１番４号常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463751,0776,4 すえよし眼科クリニッ〒650-0022 078-362-6060末吉　理恵 末吉　理恵 平25.10. 2眼   診療所
     ク 神戸市中央区元町通４丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号Ｔ＆Ｘ第１ビル２階 (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463851,0777,2 王子眼科クリニック 〒651-0061 078-271-1330三浦　昌生 三浦　昌生 平25.10. 1眼   診療所
     神戸市中央区上筒井通１丁目６番常　勤:    2 その他 現存
     １１号 (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463951,0783,0 山本可菜子皮フ科クリ〒650-0037 078-335-0533医療法人社団爽永会　山本　可菜子 平26. 3. 7皮   診療所
     ニック 神戸市中央区明石町３２番地明海常　勤:    1理事長　山本　可菜子 移動 現存
     ビル８Ｆ (医       1) 平26. 3. 7
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464051,0784,8 みつみや大腸肛門クリ〒651-0085 078-231-3238光宮　義博 光宮　義博 平26. 5. 1肛門外科　肛門診療所
     ニック 神戸市中央区八幡通４丁目２番１常　勤:    1 新規 内科　胃腸内科現存
     ３号フラワーロード青山ビル６階(医       1) 平26. 5. 1　内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464151,0785,5 サニーピアクリニック〒650-0042 078-331-6141一般財団法人サニーピ宮本　正喜 平26. 4. 1内   診療所
     神戸市中央区波止場町３番１２号常　勤:    4ア医療保健協会　理事 移動 消化器内科　糖現存
     (医       4)長　佐伯　邦治 平26. 4. 1尿病・代謝内科
     非常勤:    3
     (医       3)
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 464251,0786,3 医療法人社団五仁会　〒650-0021 078-331-3338医療法人社団　五仁会杉木　雅彦 平26. 4. 1内   診療所
     三宮ＨＤクリニック 神戸市中央区三宮町１丁目１番１常　勤:    1　理事長　西岡　正登 その他 現存
     号新神戸ビル７階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464351,0787,1 劉クリニック 〒650-0004 078-382-1668劉　金宙 劉　金宙 平26. 6. 1内   診療所
     神戸市中央区中山手通７丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番６号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464451,0788,9 ぱくペインクリニック〒651-0087 078-862-5112医療法人社団　ぱくペ朴　基彦 平26. 5. 1麻   整外 リハ診療所
     神戸市中央区御幸通６丁目１番２常　勤:    1インクリニック　理事 組織変更 ペインクリニッ現存
     ０号ＧＥＥＴＥＸ　ＡＳＣＥＮＴ(医       1)長　朴　基彦 平26. 5. 1ク内科
     　ＢＬＤＧ５Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464551,0791,3 いのうえアイクリニッ〒650-0001 078-325-1470井上　侑子 井上　侑子 平26. 7. 1眼   診療所
     ク 神戸市中央区加納町４－３－３さ常　勤:    1 新規 現存
     くら三神ビル４階Ａ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464651,0792,1 小柴クリニック 〒651-0072 078-252-0997医療法人社団小柴クリ小柴　孝友 平26. 6. 1内   リハ 診療所
     神戸市中央区脇浜町三丁目５番２常　勤:    1ニック　理事長　小柴 移動 消化器内科 現存
     ２号 (医       1)　孝友 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464751,0793,9 幸地クリニック 〒650-0021 078-599-7365幸地　芳朗 幸地　芳朗 平26. 8. 1心内 精   診療所
     神戸市中央区三宮町２－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     センタープラザ西館　７０９号 (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464851,0795,4 顔医院 〒650-0046 078-303-1551顔　克明 顔　克明 平26. 9. 1内   小   診療所
     神戸市中央区港島中町６－２－１常　勤:    1 新規 現存
     神戸パークシティＡ－１Ｆ　４ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464951,0798,8 医療法人社団純心会　〒650-0012 078-321-6000医療法人社団純心会　山崎　峰夫 平26.12. 1一般        70病院
     パルモア病院 神戸市中央区北長狭通４丁目７番常　勤:   10理事長　前田　隆史 その他 産   婦   小  現存
     ２０号 (医      10) 平26.12. 1内   麻   
     非常勤:   43
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465051,0801,0 あんしん病院 〒650-0047 078-304-5252医療法人社団　あんし水野　清典 平27. 1. 1一般 病院
     神戸市中央区港島南町一丁目４番常　勤:   16ん会　理事長　田所　 組織変更     一般    60現存
     １２号 (医      16)浩 平27. 1. 1整外 リウ リハ
     非常勤:    1 麻   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 465151,0802,8 あんしんクリニック 〒651-0095 078-251-5959医療法人社団　あんし田所　浩 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市中央区旭通４丁目１番４号常　勤:    1ん会　理事長　田所　 組織変更 現存
     シティタワープラザ４階 (医       1)浩 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465251,0804,4 神戸平成病院 〒651-0061 078-232-7519医療法人社団南淡千遙日髙　昭斉 平27. 4. 1一般       100病院
     神戸市中央区上筒井通６丁目２番常　勤:    6会　理事長　武久　洋 その他 呼内 内   整外現存
     ４３号 (医       6)三 平27. 4. 1耳い 眼   外  
     非常勤:   28 放   婦   リハ
     (医      28) 消化器内科　糖
     尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465351,0805,1 ホームケアクリニック〒650-0027 078-371-3902医療法人社団　ホーム五島　正裕 平27. 4. 1内   診療所
     こうべ 神戸市中央区中町通２丁目３番２常　勤:    1ケアクリニックこうべ 組織変更 緩和ケア内科 現存
     号 (医       1)　理事長　五島　正裕 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465451,0806,9 やまだ整形外科クリニ〒651-0065 078-262-6780山田　博 山田　博 平27. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 神戸市中央区割塚通７丁目２－１常　勤:    1 移動 現存
     コンフォート春日野２階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465551,0807,7 島谷内科医院 〒650-0013 078-341-2186島谷　昌明 島谷　昌明 平27. 6. 6内   診療所
     神戸市中央区花隈町１９番９号 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 6. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465651,0808,5 小林メンタルクリニッ〒650-0012 078-321-5884小林　俊三 小林　俊三 平27. 9. 1心内 精   神内診療所
     ク 神戸市中央区北長狭通２丁目５－常　勤:    1 新規 現存
     ９グランドプラザトーアビル５階(医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465751,0809,3 トアロードクリニック〒650-0011 078-381-8727医療法人社団トアロー陳　德雄 平27.10. 1皮   アレ 診療所
     神戸市中央区下山手通２丁目１３常　勤:    1ドクリニック　理事長 新規 ①漢方内科 現存
     －１１－１０１ (医       1)　陳　德雄 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465851,0810,1 神戸みなと診療所 〒651-0096 078-231-3710医療法人社団優和会　神里　英吾 平27.12. 7心内 精   診療所
     神戸市中央区雲井通６丁目１番５常　勤:    2理事長　志村　陽子 その他 現存
     号コスモビル２階 (医       2) 平27.12. 7
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   512 頁

 465951,0811,9 わかば画像診断クリニ〒650-0027 078-366-2088医療法人社団医敬会　相模　昭彦 平28. 1. 1内   診療所
     ック 神戸市中央区中町通４丁目２番１常　勤:    1理事長　相模　昭彦 組織変更 ①放射線診断科現存
     ９号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466051,0812,7 神戸元町ビューティー〒650-0022 078-325-1990医療法人社団神戸元町松本　典洋 平28. 1. 1美外 形外 皮  診療所
     クリニック 神戸市中央区元町通２丁目８番１常　勤:    1ビューティークリニッ 組織変更 現存
     ４号オルタンシアビル７階 (医       1)ク　理事長　松本　典 平28. 1. 1
     洋
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466151,0815,0 中村眼科 〒650-0021 078-334-7861中村　正 中村　正 平28. 4. 1眼   診療所
     神戸市中央区三宮町１丁目４－２常　勤:    1 新規 現存
     ＣＲＳＸ－ＷＥＳＴ　５階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466251,0816,8 こうべ神経内科ホーム〒650-0015 078-335-6665辛　龍文 辛　 文 平28. 4. 1神内 内   診療所
     クリニック 神戸市中央区多聞通２丁目４番４常　勤:    1 新規 現存
     号ブックローン神戸ビル東館６階(医       1) 平28. 4. 1
     Ｃ室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466351,0817,6 神戸元町夢クリニック〒650-0037 078-325-2121河内谷　敏 河内谷　敏 平28. 4. 1産婦（不妊治療診療所
     神戸市中央区明石町４４神戸御幸常　勤:    4 その他 ）泌尿器科（男現存
     ビル３階 (医       4) 平28. 4. 1性不妊治療）
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466451,0818,4 武富整形外科 〒650-0004 078-232-7277武富　雅則 武富　雅則 平28. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市中央区中山手通１－２４－常　勤:    1 新規 現存
     ４ドラゴンズビル４階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466551,0819,2 岩本診療所こうべ往診〒651-0054 078-200-4141医療法人社団　岩本診姜　全鎬（岩本善嵩）平28. 5. 1呼内 神内 診療所
     クリニック 神戸市中央区野崎通４丁目２番１常　勤:    3療所こうべ往診クリニ 組織変更 ①緩和ケア内科現存
     ７号 (医       3)ック　理事長　岩本　 平28. 5. 1
     非常勤:    1善嵩
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466651,0820,0 間森診療所 〒651-0087 078-231-2113間森　聡 間森　聡 平28. 5. 1内   呼内 診療所
     神戸市中央区御幸通８－１ー６神常　勤:    2 交代 ②消化器内科 現存
     戸国際会館１３階 (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 466751,0821,8 兵庫県立こども病院 〒650-0047 078-945-7300兵庫県知事　井戸　敏中尾　秀人 平28. 5. 1一般       290病院
     (51,0509,5) 神戸市中央区港島南町１丁目６番常　勤:  130三 移動 心外 脳外 小外現存
     ７号 (医     129) 平28. 5. 1整外 形外 精  
     (歯       1) アレ リウ 小  
     ひ   産   眼  
     耳い 放   麻  
     病理 リハ 小歯
     ①循内②腎内③
     脳内　血・腫内
     　代内内　周内
     　救
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466851,0822,6 ゆう透析クリニック 〒651-0096 078-291-5871医療法人社団　朋誠会小武内　優 平28. 6. 1透析内科 診療所
     神戸市中央区雲井通四丁目２番２常　勤:    1　理事長　小武内　優 組織変更 現存
     号マークラー神戸ビル１１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466951,0823,4 松原クリニック 〒651-0085 078-230-1234医療法人社団　松原ク庄　智矢 平28. 6. 1リウ 整外 リハ診療所
     神戸市中央区八幡通３丁目２－５常　勤:    1リニック　理事長　松 移動 現存
     (医       1)原　司 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467051,0824,2 チャイルド・ケモ・ク〒650-0046 078-303-5321公益財団法人チャイル楠木　重範 平28.11. 1一般 診療所
     リニック 神戸市中央区港島中町８丁目５番常　勤:    2ド・ケモ・サポート基 組織変更     一般    19現存
     ３号 (医       2)金　理事長　楠木　重 平28.11. 1小   
     非常勤:    1範
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467151,0825,9 しばきた消化器外科・〒650-0044 078-361-2432柴北　宗顕 柴北　宗顕 平29. 2. 1肛門外科　消化診療所
     肛門クリニック 神戸市中央区東川崎町１－８－１常　勤:    1 新規 器外科　胃腸内現存
     (医       1) 平29. 2. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467251,0826,7 こがた内科・ハーバー〒650-0044 078-351-2555古形　芳則 古形　芳則 平29. 2. 1内   リウ 診療所
     ランド　リウマチクリ神戸市中央区東川崎町１丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     ニック １ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467351,0827,5 ハートフルクリニック〒650-0022 078-599-9410医療法人社団　芙蓉会 口　佳絵子 平29. 1. 1精   内   心内診療所
     神戸市中央区元町通四丁目６番１常　勤:    1ハートフルクリニック 組織変更 現存
     ７号 (医       1)　理事長　 口　佳絵 平29. 1. 1
     子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467451,0829,1 神戸消化器・内視鏡ク〒650-0044 078-360-0601近藤　靖之 近藤　靖之 平29. 3. 1内   診療所
     リニック 神戸市中央区東川崎町１－３－３常　勤:    1 新規 ①消化器内科　現存
     　１階 (医       1) 平29. 3. 1内視鏡内科
     非常勤:    1
     (医       1)
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 467551,0830,9 そらクリニック 〒650-0022 078-381-7839津田　桂子 津田　桂子 平29. 4. 1心内 精   内  診療所
     神戸市中央区元町通２丁目９番１常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     号元町プラザビル２１７号室 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467651,0831,7 医療法人かけはし会　〒650-0044 078-361-2800医療法人かけはし会　苅田　典生 平29. 5. 1神内 診療所
     脳神経内科くすのき診神戸市中央区東川崎町一丁目８番常　勤:    1理事長　苅田　典生 新規 現存
     療所 １号プロメナ神戸３０９号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467751,0832,5 神戸元町県庁前クリニ〒650-0012 078-334-2255医療法人栄寿会　理事三原　正朋 平29. 5. 1①糖尿病内科　診療所
     ック 神戸市中央区北長狭通４丁目６番常　勤:    1長　福本　礼 新規 ②内分泌内科 現存
     １５号リンズエムディ神戸元町２(医       1) 平29. 5. 1
     階 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467851,0833,3 神戸こころのクリニッ〒651-0085 078-232-0877医療法人財団　光明会泉本　夏子 平29. 6. 1精   心内 診療所
     ク 神戸市中央区八幡通４丁目１番３常　勤:    1　理事長　西村　宏一 新規 現存
     ８号 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467951,0834,1 岩永メディカルクリニ〒651-0073 078-940-2760岩永　康裕 岩永　康裕 平29. 6. 1内   外   診療所
     ック 神戸市中央区脇浜海岸通２丁目３常　勤:    1 新規 ③消化器内科 現存
     －５サンシティタワー神戸１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468051,0835,8 神戸ＡＲＴレディスク〒651-0096 078-261-3500医療法人　ＡＲＴ会　大谷　徹郎 平29. 6. 1産婦 診療所
     リニック 神戸市中央区雲井通７丁目１番１常　勤:    1理事長　大谷　徹郎 組織変更 現存
     号ミント神戸１５Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468151,0836,6 ながまつこころのクリ〒650-0015 078-335-8207永松　栄治 永松　栄治 平29. 7. 1心内 精   診療所
     ニック 神戸市中央区多聞通４－１－３ナ常　勤:    1 新規 現存
     カヤマビル５階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468251,0838,2 兵庫県立粒子線医療セ〒650-0047 078-335-8001兵庫県知事　井戸　敏副島　俊典 平29.12. 1麻   診療所
     ンター附属神戸陽子線神戸市中央区港島南町１丁目６番常　勤:    5三 新規 ①放射線治療科現存
     センター ８号 (医       5) 平29.12. 1　小児放射線治
     療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 468351,0839,0 神戸市立神戸アイセン〒650-0047 078-381-9876地方独立行政法人神戸栗本　康夫 平29.12. 1一般 病院
     ター病院 神戸市中央区港島南町２丁目１番常　勤:   11市民病院機構　理事長 新規     一般    30現存
     地の８ (医      11)　橋本　信夫 平29.12. 1眼   
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468451,0840,8 きむらクリニック 〒651-0076 078-271-6340医療法人社団きむらク木村　将秀 平30. 1. 1外   診療所
     神戸市中央区吾妻通５丁目２番２常　勤:    1リニック　理事長　木 組織変更 ①消化器内 現存
     ０号 (医       1)村　将秀 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468551,0841,6 神戸三宮静脈瘤クリニ〒651-0086 078-414-7380内村　友佳 内村　友佳 平30. 2. 1血管外科 診療所
     ック 神戸市中央区磯上通７丁目１－８常　勤:    1 その他 現存
     三宮インテス７階 (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468651,0842,4 みなとのこども診療所〒650-0044 078-381-7642医療法人社団　みなと今西　宏之 平30. 2. 1小   診療所
     神戸市中央区東川崎町１丁目３番常　勤:    1のこども診療所　理事 組織変更 児童精神科 現存
     ３号 (医       1)長　今西　宏之 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468751,0843,2 よしこクリニック 〒650-0011 078-341-2975石原　禎子 石原　禎子 平30. 4. 1内   診療所
     神戸市中央区下山手通５丁目１２常　勤:    2 新規 消化器内科 現存
     －１７ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468851,0844,0 ナカムラクリニック 〒650-0022 078-599-9122中村　篤史 中村　篤史 平30. 4. 1内   心内 診療所
     神戸市中央区元町通４丁目４－８常　勤:    1 新規 現存
     タイムスビル７階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468951,0845,7 菊地眼科医院 〒650-0001 078-332-2000医療法人社団　菊地眼菊地　雅史 平30. 4. 1眼   診療所
     神戸市中央区加納町４丁目４番１常　勤:    1科　理事長　菊地　雅 移動 現存
     ７号 (医       1)史 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469051,0846,5 中山内科クリニック 〒651-0077 078-271-7116医療法人社団　中山内中山　陽子 平30. 6. 1内   アレ 診療所
     神戸市中央区日暮通３丁目１番１常　勤:    1科リウマチ・アレルギ 新規 現存
     号トミーハイツ１Ｆ (医       1)ー科　理事長　中山　 平30. 6. 1
     志郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469151,0847,3 みなと元町内科クリニ〒650-0024 078-371-8026笠木　伸平 笠木　伸平 平30. 5. 1内   診療所
     ック 神戸市中央区海岸通６丁目２－１常　勤:    1 その他 現存
     ４ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469251,0848,1 やまもと静脈瘤クリニ〒650-0044 078-382-0370山本　崇 山本　崇 平30. 6. 1形外 診療所
     ック 神戸市中央区東川崎町一丁目８番常　勤:    1 新規 血管外科 現存
     １号プロメナ神戸４階 (医       1) 平30. 6. 1
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 469352,0004,9 医療法人博愛会　広野〒651-2215 078-994-1155医療法人　博愛会　理安田　嘉之 昭32.11. 1療養       147病院
     (52,0003,7) 高原病院 神戸市西区北山台３丁目１－１ 常　勤:    7事長　安田　嘉之 外   整外 内  現存
     (医       5) 平29.11. 1胃   歯   歯外
     (歯       2) リハ 放   こう
     非常勤:   24 皮   眼   精  
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469452,0008,0 公益財団法人復光会　〒651-2202 078-994-1151公益財団法人復光会　山本　訓也 昭36.12. 1精神       289病院
     垂水病院 神戸市西区押部谷町西盛５６６ 常　勤:    7理事長　松本　雄策 精   現存
     (医       7) 平27.12. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469552,0009,8 医療法人敬性会　神戸〒651-2304 078-965-1203医療法人敬性会　理事高野　守秀 昭39.11. 1精神       278病院
     (52,0007,8) 白鷺病院 神戸市西区神出町小束野９－９４常　勤:    6長　髙野　守秀 精   歯   現存
     (医       6) 平24.11. 1
     非常勤:   15
     (医      13)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469652,0034,6 社会福祉法人　神港園〒651-2311 078-965-3661社会福祉法人　神港園岡本　龍 昭55. 5. 1内   整外 精  診療所
     診療所 神戸市西区神出町東１１８８－３常　勤:    1　理事長　高谷　雅子 現存
     ４５ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469752,0035,3 足立病院 〒651-2113 078-974-1122足立　坦 足立　坦 昭55. 6. 1一般 病院
     (52,0049,0) 神戸市西区伊川谷町有瀬６９６－常　勤:    4     一般    60現存
     ２ (医       3) 平28. 6. 1内   胃   外  
     (歯       1) 整外 脳外 リハ
     非常勤:    7 歯外 歯   小歯
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469852,0039,5 特定医療法人誠仁会　〒651-2211 078-994-1202特定医療法人誠仁会　山下　義信 昭56.12. 1一般        54病院
     協和病院 神戸市西区押部谷町栄１９１－１常　勤:    6理事長　吉岡　巌 療養        45現存
     (医       6) 平29.12. 1内   循   外  
     非常勤:   14 消   整外 皮  
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469952,0043,7 藤原医院 〒651-2273 藤原　徹 藤原　徹 昭58. 2. 1小   内   診療所
     神戸市西区糀台４丁目７－４ 常　勤:    2 消化器内科 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 470052,0044,5 医療法人財団兵庫錦秀〒651-2301 078-965-1151医療法人財団兵庫錦秀大澤　次郎 昭58. 3. 1精神       465病院
     会　神出病院 神戸市西区神出町勝成７８－５３常　勤:    5会　理事長　籔本　雅 精   神   内  現存
     (医       5)巳 平28. 3. 1心内 
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470152,0048,6 つじ医院、小児科、ア〒651-2225 辻　新次 辻　新次 昭59. 2. 1小   アレ 診療所
     レルギー科 神戸市西区桜が丘東町４丁目１６常　勤:    1 現存
     －５ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470252,0049,4 窪田医院 〒651-2276 078-961-4561窪田　吉克 窪田　吉克 昭59. 3. 1内   消   小  診療所
     神戸市西区春日台１丁目２５－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470352,0051,0 丹家内科クリニック 〒651-2103 078-793-6622丹家　元陽 丹家　元陽 昭61. 4. 1内   小   診療所
     神戸市西区学園西町５丁目２－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470452,0055,1 西脇耳鼻咽喉科医院 〒651-2131 078-927-5055西脇　至 西脇　至 昭62. 7. 1耳い 診療所
     神戸市西区持子２丁目１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470552,0066,8 熊谷内科医院 〒651-2273 078-991-7115熊谷　利幸 熊谷　利幸 昭63. 5. 1内   循   小  診療所
     神戸市西区糀台３丁目２６ー２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470652,0072,6 小川眼科 〒651-2103 078-794-2618小川　昌彦 小川　昌彦 昭64. 1. 1眼   診療所
     神戸市西区学園西町１－１３神戸常　勤:    1 現存
     市高速鉄道学園都市駅ビル (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470752,0073,4 山本内科医院 〒651-2133 078-924-1189山本　恭愛 山本　恭愛 平元. 4. 1内   診療所
     神戸市西区枝吉３丁目８２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470852,0075,9 マスイ耳鼻咽喉科 〒651-2273 078-991-6880医療法人社団マスイ耳増井　裕嗣 平 2. 1. 1耳い 診療所
     神戸市西区糀台５丁目１０－２西常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　増 現存
     神センタービル３階 (医       1)井　裕嗣 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470952,0080,9 井上クリニック外科胃〒651-2135 078-927-3321医療法人社団　井上ク井上　壽夫 平 2. 5. 1胃   外   整外診療所
     腸科 神戸市西区王塚台２丁目７９－２常　勤:    1リニック外科胃腸科　 こう リハ 放  現存
     (医       1)理事長　井上　壽夫 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 471052,0081,7 前田医院 〒651-2135 078-929-1345医療法人社団　光正会前田　実光 平 2. 5. 1内   小   麻  診療所
     神戸市西区王塚台５丁目３３ 常　勤:    2　前田医院　理事長　 現存
     (医       2)前田　実光 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471152,0084,1 つねみ医院 〒651-2224 078-994-7211医療法人社団孝仁会　常深　聡一郎 平 2.12. 1外   整外 診療所
     神戸市西区秋葉台２丁目１番２２常　勤:    2理事長　常深　聡一郎 消化器内科 現存
     ２ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471252,0085,8 稲積医院 〒651-2117 078-974-5105医療法人社団　稲積医稲積　恒雄 平 3. 1. 1一般    診療所
     神戸市西区北別府４丁目１２－１常　勤:    1院　理事長　稲積　恒 内   胃   外  現存
     (医       1)雄 平30. 1. 1整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471352,0086,6 中村レディースクリニ〒651-2131 078-925-4103医療法人社団中村レデ中村　光彰 平 3. 2. 1一般        19診療所
     ック 神戸市西区持子３丁目６０ 常　勤:    1ィースクリニック　理 産婦 現存
     (医       1)事長　中村　光彰 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471452,0093,2 関西青少年サナトリュ〒651-2403 078-967-1202医療法人社団　東峰会瀬川　義弘 平 3. 9. 1精神       402病院
     ーム 神戸市西区岩岡町西脇８３８ 常　勤:   11　理事長　杉浦　康夫 精   神   現存
     (医      11) 平24. 9. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471552,0096,5 兵庫県立リハビリテー〒651-2134 078-927-2727兵庫県知事　井戸　敏橋本　靖 平 4. 4. 1一般       520病院
     (52,0058,1) ション中央病院 神戸市西区曙町１０７０ 常　勤:   31三 内   神内 整外現存
     (医      31) 平28. 4. 1リウ 小   ひ  
     非常勤:   24 眼   リハ 放  
     (医      21) 麻   歯   
     (歯       3) 循環器内科、神
     経小児科　小児
     精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471652,0098,1 箱崎耳鼻咽喉科 〒651-2103 078-791-1133医療法人社団　箱﨑耳箱崎　聖史 平 4.12. 1耳い 診療所
     神戸市西区学園西町１丁目１３学常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　箱 現存
     園都市駅ビル３階 (医       1)崎　聖史 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471752,0109,6 髙瀬クリニック 〒651-2276 078-961-1001医療法人社団　高瀬ク髙瀬　信明 平 6. 1. 1胃   外   放  診療所
     神戸市西区春日台３丁目３－２２常　勤:    1リニック　理事長　髙 現存
     (医       1)瀬　信明 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 471852,0112,0 社会福祉法人　兵庫県〒651-2134 078-927-2727社会福祉法人　兵庫県仙石　淳 平 6. 1. 1内   眼   歯  診療所
     (52,0065,6) 社会福祉事業団　総合神戸市西区曙町１０７０ 常　勤:    2社会福祉事業団　理事 現存
     リハビリテーションセ (医       2)長　山本　嘉彦 平30. 1. 1
     ンター内診療所 非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471952,0118,7 ふくだ医院 〒651-2136 078-921-5333福田　義人 福田　義人 平 6.11. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市西区中野１－２３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472052,0120,3 青池整形外科 〒651-2124 078-976-5413青池　和彦 青池　和彦 平 6.11. 1整外 リハ 診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和字宮の西常　勤:    1 現存
     １４２５－４ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472152,0121,1 医療法人社団　茨木医〒651-2147 078-928-2131医療法人社団　茨木医仁木　世紀 平 6.12. 1内   診療所
     院 神戸市西区玉津町田中字宮の下６常　勤:    1院　理事長　仁木　世 新規 現存
     ０７ー１ (医       1)紀 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472252,0122,9 石橋医院 〒651-2125 078-918-1484医療法人社団　弘敬会石橋　弘史 平 6.12. 1胃   外   整外診療所
     神戸市西区玉津町新方４７８ー１常　勤:    1　理事長　石橋　弘史 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472352,0123,7 岡村医院 〒651-2274 078-992-0220医療法人社団岡村医院岡村　縁 平 6.12. 1内   診療所
     神戸市西区竹の台２丁目１８－４常　勤:    1　理事長　岡村　縁 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472452,0124,5 浅野医院 〒651-2274 078-992-0320医療法人社団浅野医院浅野　孝治 平 6.12. 1外   整外 小  診療所
     神戸市西区竹の台２丁目１９－２常　勤:    2　理事長　浅野　孝治 循   現存
     (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472552,0129,4 医療法人社団五仁会住〒651-2242 078-997-8700医療法人社団　五仁会西岡　正登 平 7.11. 1内   診療所
     吉川クリニック 神戸市西区井吹台東町１－１－１常　勤:    1　理事長　西岡　正登 現存
     西神南センタービル２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472652,0132,8 山本医院 〒651-2274 078-991-5588医療法人社団　山本医山本　健夫 平 8. 4. 1内   診療所
     神戸市西区竹の台４丁目１８－１常　勤:    1院　理事長　山本　健 消化器内科 現存
     (医       1)夫 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 472752,0135,1 大慈診療所 〒651-2235 078-992-0065社会福祉法人　大慈厚坪内　淳一 平 8. 6. 1内   精   整外診療所
     神戸市西区櫨谷町長谷字松谷１３常　勤:    1生事業会　理事長　松 現存
     －１ (医       1)井　尚子 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472852,0136,9 永栄園診療所 〒651-2104 078-974-4812社会福祉法人　神戸福岡部　桂一郎 平 8. 6.28内   精   外  診療所
     神戸市西区伊川谷町長坂８００ 常　勤:    1生会　理事長　大和田 現存
     (医       1)　理紗 平29. 6.28
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472952,0138,5 水野クリニック 〒651-2224 078-998-2200水野　秀隆 水野　秀隆 平 8. 9. 1胃   外   診療所
     神戸市西区秋葉台２丁目１４９－常　勤:    1 現存
     ３９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473052,0139,3 原クリニック 〒651-2135 078-921-2221原　泰久 原　泰久 平 8. 9. 1内   胃   診療所
     神戸市西区王塚台５丁目２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473152,0140,1 下村医院 〒651-2122 078-917-2852医療法人社団下村医院下村　悠記 平 8. 9. 1内   診療所
     神戸市西区玉津町高津橋２６３ 常　勤:    1　理事長　下村　悠記 腎臓内科 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473252,0143,5 末松内科 〒651-2131 078-927-3003医療法人社団末松内科末松　徹 平 8. 9. 1内   呼   消  診療所
     神戸市西区持子３丁目１７ 常　勤:    1　理事長　末松　徹 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473352,0144,3 村田こどもクリニック〒651-2401 078-967-7880村田　充則 村田　充則 平 9. 3. 9小   診療所
     神戸市西区岩岡町岩岡９１７－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473452,0145,0 山西内科 〒651-2102 078-795-8600医療法人社団山西内科山西　淳司 平 9. 5. 1内   循   呼  診療所
     神戸市西区学園東町３丁目２－５常　勤:    1　理事長　山西　淳司 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473552,0148,4 杉浦耳鼻咽喉科 〒651-2124 078-974-9187医療法人社団杉浦耳鼻杉浦　友昭 平 9. 7. 1耳い 診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和字宮ノ西常　勤:    1咽喉科　理事長　杉浦 組織変更 現存
     １４２５－４ (医       1)　友昭 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473652,0151,8 のざき耳鼻咽喉科 〒651-2276 078-961-4000医療法人社団のざき耳野﨑　智嗣 平10. 3. 1耳い 診療所
     神戸市西区春日台３丁目３－２４常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　野 組織変更 現存
     (医       1)﨑　智嗣 平28. 3. 1
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 473752,0154,2 おおが内科クリニック〒651-2242 078-992-8782医療法人社団おおが内尾家　伸之 平10. 5. 1内   診療所
     神戸市西区井吹台東町１丁目１－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 循環器内科 現存
     １ (医       1)　尾家　伸之 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473852,0155,9 スタークリニック 〒651-2124 078-976-6600栗原　睦郎 栗原　睦郎 平10. 6. 1一般        19診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和８２３－常　勤:    2 新規 外   こう 胃  現存
     ２ (医       2) 平28. 6. 1整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473952,0160,9 山本眼科医院 〒651-2414 078-969-3773山本　成章 山本　成章 平10. 9. 1眼   診療所
     神戸市西区大沢１丁目４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474052,0161,7 山田眼科 〒651-2276 078-963-3900山田　里陽 山田　里陽 平10. 9. 1一般         2診療所
     神戸市西区春日台３丁目３－２５常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474152,0162,5 やしき耳鼻咽喉科 〒651-2211 078-995-4187屋鋪　豊 屋鋪　豊 平11. 1. 1耳い 診療所
     神戸市西区押部谷町栄３２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474252,0163,3 上田内科医院 〒651-2277 078-993-1550上田　正博 上田　正博 平11. 1. 1内   胃   アレ診療所
     神戸市西区美賀多台２丁目１２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474352,0164,1 こうの眼科 〒651-2124 078-978-5140河野　やよい 河野　やよい 平11. 2. 1眼   診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和１４２０常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474452,0166,6 岩本外科胃腸科クリニ〒651-2242 078-993-1277岩本　公和 岩本　公和 平11. 4. 1外   胃   リハ診療所
     ック 神戸市西区井吹台東町４丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     －８ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474552,0167,4 荒木クリニック 〒651-2242 078-997-4072荒木　俊一 荒木　俊一 平11. 7. 1内   循   診療所
     神戸市西区井吹台東町５丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474652,0169,0 山崎眼科クリニック 〒651-2226 078-998-3003医療法人社団明眸会　山﨑　典子 平11. 8. 1眼   診療所
     神戸市西区桜が丘中町１丁目１－常　勤:    1理事長　山崎　小百合 新規 現存
     １０ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474752,0170,8 執行耳鼻咽喉科クリニ〒651-2242 078-992-8719医療法人社団執行耳鼻執行　良彦 平11. 8. 1耳い 診療所
     ック 神戸市西区井吹台東町１丁目１－常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     １西神南センタービル３階 (医       1)事長　執行　良彦 平29. 8. 1
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 474852,0171,6 ふるや耳鼻咽喉科医院〒651-2414 078-969-3611古家　隆雄 古家　隆雄 平11. 9. 1耳い 診療所
     神戸市西区大沢１丁目１１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474952,0174,0 吉田外科クリニック 〒651-2242 078-997-1910北川　和則 北川　和則 平12. 1. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市西区井吹台東町１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475052,0175,7 クリニック希望 〒651-2243 078-997-1177医療法人社団　クリニ伊佐　秀夫 平12. 1. 1内   小   診療所
     神戸市西区井吹台西町３丁目９－常　勤:    1ック希望　理事長　伊 組織変更 現存
     １ (医       1)佐　秀夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475152,0176,5 森川小児科 〒651-2103 078-794-0017医療法人社団森川小児森川　智子 平12. 5. 1小   診療所
     神戸市西区学園西町７丁目２番地常　勤:    1科　理事長　森川　智 組織変更 現存
     の４ (医       1)子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475252,0178,1 田中整形外科 〒651-2122 078-917-6000医療法人社団　田中整田中　浩一 平12. 6. 1一般        19診療所
     神戸市西区玉津町高津橋字岡３９常　勤:    2形外科　理事長　田中 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ４－１ (医       2)　義之 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475352,0179,9 岩岡の郷診療所 〒651-2401 078-967-5566社会福祉法人六甲福祉青木　勝彦 平12. 8. 1内   精   リハ診療所
     (52,0148,0) 神戸市西区岩岡町岩岡字坂ノ下６常　勤:    2会　理事長　岸本　亮 新規 歯   現存
     ５６番地の２ (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:   12
     (医       9)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475452,0180,7 花園診療所 〒651-2255 078-924-0300社会福祉法人慶明会　小林　紀方 平12. 8. 1内   診療所
     神戸市西区平野町慶明字花岡７７常　勤:    2理事長　木村　はるみ 新規 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475552,0182,3 関本クリニック内科・〒651-2113 078-978-1510関本　郁史 関本　郁史 平12.10. 1内   消   診療所
     消化器科 神戸市西区伊川谷町有瀬池林７０常　勤:    1 新規 現存
     ９－１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475652,0183,1 梅本小児科 〒651-2242 078-996-1359梅本　潤一 梅本　潤一 平12.11. 1小   診療所
     神戸市西区井吹台東町４丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475752,0184,9 にのみや小児科 〒651-2113 078-978-1815二宮　道人 二宮　道人 平12.11. 1小   アレ 診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬３６－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ラ・ペジブル１階 (医       1) 平24.11. 1
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 475852,0189,8 長畑医院 〒651-2113 078-975-8181長畑　洋司 長畑　洋司 平13. 5. 1内   外   胃  診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬８３８－常　勤:    2 新規 循   現存
     ４ヒルズ久兼ビル１階 (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475952,0191,4 前田医院 〒651-2108 078-977-0789前田　達生 前田　達生 平13. 5. 1内   診療所
     神戸市西区伊川谷町前開自分山ノ常　勤:    1 新規 現存
     内市営地下鉄伊川谷駅ビル１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476052,0192,2 西村医院 〒651-2133 078-929-0250医療法人社団楽風会　西村　宏明 平13. 6. 1内   胃   小  診療所
     神戸市西区枝吉１丁目７７－６ 常　勤:    1理事長　西村　宏明 組織変更 放   呼   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476152,0193,0 木下内科クリニック 〒651-2113 078-974-3848木下　雅博 木下　雅博 平13. 7. 1内   消   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬字一の谷常　勤:    1 新規 現存
     ３０８－１ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476252,0195,5 さなだクリニック 〒651-2116 078-976-1101真田　隆一 真田　隆一 平13.12. 1外   整外 呼  診療所
     神戸市西区南別府１－１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476352,0199,7 大上医院 〒651-2401 078-967-1110大上　知世 大上　知世 平14. 5. 1内   循   胃  診療所
     神戸市西区岩岡町岩岡８９０－６常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476452,0201,1 神保皮膚科クリニック〒651-2131 078-922-9701神保　徹也 神保　徹也 平14. 5. 1皮   診療所
     神戸市西区持子２丁目１６－２Ｊ常　勤:    1 移動 現存
     Ｃビル１０１ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476552,0202,9 橋本整形外科リウマチ〒651-2144 078-929-8251橋本　圭祐 橋本　圭祐 平14. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 神戸市西区小山３－７－３山幸ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476652,0204,5 中村医院 〒651-2273 078-993-0166医療法人社団　健裕会中村　宏臣 平14.10. 1循   呼   外  診療所
     神戸市西区糀台５丁目６番３号 常　勤:    2　中村医院　理事長　 新規 現存
     (医       2)中村　宏臣 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476752,0206,0 中本クリニック 〒651-2226 078-994-6020中本　博士 中本　博士 平14.10. 1内   消   診療所
     神戸市西区桜が丘中町２－１－５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 476852,0211,0 甲斐診療所 〒651-2313 078-965-1405医療法人社団甲斐診療甲斐　秀紀 平15. 1. 1内   外   皮  診療所
     (52,0154,8) 神戸市西区神出町田井３１０番３常　勤:    1所　理事長　甲斐　秀 組織変更 放   歯   現存
     (医       1)紀 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476952,0212,8 医療法人社団恵友会　〒651-2277 078-961-3333医療法人社団恵友会　石原　尚徳 平15. 2. 1一般 診療所
     久保みずきレディース神戸市西区美賀多台３丁目１３－常　勤:    2理事長　久保　寛倫 組織変更     一般    19現存
     クリニック菅原記念診８ (医       2) 平27. 2. 1産婦 小   
     療所 非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477052,0214,4 みどり病院 〒651-2133 078-928-1700医療法人社団倫生会　室生　卓 平15. 4. 1一般 病院
     神戸市西区枝吉１丁目１６番地 常　勤:   10理事長　稲波　宏 組織変更     一般   108現存
     (医      10) 平27. 4. 1内   呼内 外  
     非常勤:   16 整外 リウ リハ
     (医      16) 心外 
     循内　消内　糖
     内　内視内　人
     内　消外　緩内
     　腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477152,0215,1 はしだ小児科 〒651-2113 078-978-1231医療法人社団はしだ小橋田　哲夫 平15. 5. 1小   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬字池林７常　勤:    1児科　理事長　橋田　 組織変更 現存
     ０９番地１ (医       1)哲夫 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477252,0216,9 井上内科 〒651-2113 078-976-7222井上　正幸 井上　正幸 平15. 7. 1内   診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬５５７番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477352,0218,5 中山クリニック 〒651-2143 078-928-8808中山　博輝 中山　博輝 平15. 8. 1外   消   呼  診療所
     神戸市西区丸塚１丁目２５番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477452,0219,3 斧クリニック 〒651-2135 078-928-0337斧　壽美子 斧　壽美子 平15. 9. 1内   診療所
     神戸市西区王塚台６丁目１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477552,0221,9 おおしろ内科 〒651-2109 078-974-3535大城　清 大城　清 平15.10. 1内   診療所
     神戸市西区前開南町１－４－４地常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     下鉄伊川谷駅前ビル２階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 477652,0222,7 山崎内科医院 〒651-2413 078-967-6822医療法人社団吉祥会　山崎　市雄 平15.10. 1内   消   リハ診療所
     神戸市西区福吉台１丁目１６１７常　勤:    1理事長　山崎　市雄 組織変更 現存
     －３３ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477752,0224,3 福井医院 〒651-2243 078-996-9991福井　亮介 福井　亮介 平15.11. 1内   小   皮  診療所
     神戸市西区井吹台西町４丁目４－常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     ２ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477852,0225,0 むらかみ心療クリニッ〒651-2109 078-974-8355村上　直也 村上　直也 平15.11. 1精   神   心内診療所
     ク 神戸市西区前開南町１丁目４－４常　勤:    1 新規 現存
     （伊川谷駅前ビル２階） (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477952,0227,6 医療法人実風会新生病〒651-2124 078-919-1755医療法人実風会　理事宮軒　將 平16. 2. 1精神       180病院
     院 神戸市西区伊川谷町潤和字横尾２常　勤:   10長　宮軒　將 移動 精   神   現存
     ３８－４７５ (医      10) 平28. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478052,0228,4 川井田泌尿器科クリニ〒651-2116 078-977-0708川井田　徳之 川井田　徳之 平16. 4. 1ひ   診療所
     ック 神戸市西区南別府４－３６８－１常　勤:    1 新規 現存
     和幸ビル２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478152,0229,2 松岡眼科医院 〒651-2242 078-997-3210医療法人社団久敬会　松岡　孝昌 平16. 5. 1眼   診療所
     神戸市西区井吹台東町１丁目１番常　勤:    1理事長　松岡　孝昌 組織変更 現存
     地の１西神南センタービル３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478252,0230,0 フェニックス岩岡クリ〒651-2401 078-967-0303医療法人社団一功会　吉栖　一生 平16. 5. 1一般 診療所
     ニック 神戸市西区岩岡町岩岡９１７－１常　勤:    4理事長　平井　昭博 組織変更     一般    19現存
     ２ (医       4) 平28. 5. 1外   リハ 放  
     非常勤:   10 整外 
     (医      10) 胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478352,0231,8 長谷川医院 〒651-2144 078-926-1688医療法人社団　百聞会長谷川　博司 平16. 6. 1内   診療所
     神戸市西区小山１丁目３番２７号常　勤:    1　理事長　長谷川　博 組織変更 消化器内科　糖現存
     (医       1)司 平28. 6. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478452,0232,6 ゆうこう内科クリニッ〒651-2121 078-915-1376医療法人社団友幸会　近野　真嗣 平16. 7. 1内   消   リハ診療所
     ク 神戸市西区水谷２丁目２０－３ 常　勤:    1理事長　西川　弘 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 478552,0233,4 まつうら皮フ科クリニ〒651-2242 078-993-0077医療法人社団まつうら松浦　肇 平16. 8. 1皮   診療所
     ック 神戸市西区井吹台東町１丁目１番常　勤:    1皮フ科クリニック　理 組織変更 現存
     地の１西神南センタービル３階 (医       1)事長　松浦　肇 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478652,0234,2 おおた耳鼻咽喉科 〒651-2113 078-975-8030太田　成彦 太田　成彦 平16. 9. 1耳い 診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬７９－３常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478752,0236,7 野上医院 〒651-2414 078-969-1910医療法人社団　野上医野上　厚志 平17. 2. 1循   呼   外  診療所
     神戸市西区大沢１丁目１４番地の常　勤:    1院　理事長　野上　厚 組織変更 現存
     ４７ (医       1)志 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478852,0237,5 そうまこどもクリニッ〒651-2109 078-975-6500相馬　収 相馬　収 平17. 4. 1小   診療所
     ク 神戸市西区前開南町１丁目４－４常　勤:    1 新規 現存
     伊川谷駅前ビル３Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478952,0238,3 一般財団法人順天厚生〒651-2271 078-991-2645一般財団法人順天厚生小中　義照 平17. 5. 1内   放   診療所
     事業団附属診療所　西神戸市西区高塚台５丁目１－１西常　勤:    1事業団　理事長　岡田 新規 現存
     神健診センター 神工業会館１階 (医       1)　実 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479052,0239,1 由井クリニック 〒651-2273 078-991-5858医療法人社団　愛永会由井　治郎 平17. 5. 1外   整外 リハ診療所
     神戸市西区糀台５丁目１０番地２常　勤:    1　理事長　由井　治郎 組織変更 麻   胃   こう現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479152,0240,9 さの小児科クリニック〒651-2144 078-926-1210医療法人社団さの小児佐野　公彦 平17. 6. 1小   アレ 診療所
     神戸市西区小山３丁目４番２０号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　佐野　公彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479252,0241,7 まえだこどもクリニッ〒651-2131 078-924-6611医療法人社団まえだこ前田　衛作 平17. 6. 1小   診療所
     ク 神戸市西区持子２丁目１６番地２常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　前田　衛作 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479352,0244,1 久野病院 〒651-2331 078-965-1199医療法人社団薫英の会久野　英樹 平17. 7. 1療養 病院
     神戸市西区神出町広谷６２３－１常　勤:    4　理事長　久野　英樹 組織変更     療養   118現存
     ６ (医       4) 平29. 7. 1内   外   リウ
     非常勤:    4 婦   皮   リハ
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479452,0247,4 国広医院 〒651-2211 078-998-1377医療法人社団国広医院國廣　倫生 平18. 2. 1内   呼   アレ診療所
     神戸市西区押部谷町栄２２３番地常　勤:    1　理事長　國廣　倫生 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
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 479552,0249,0 医療法人社団菫会　西〒651-2273 078-997-0099医療法人社団菫会　理杠葉　英樹 平18. 3. 1内   診療所
     神すみれクリニック 神戸市西区糀台５丁目５番２－１常　勤:    1事長　前田　章 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479652,0250,8 相川眼科 〒651-2129 078-976-0751相川　恵秀 相川　恵秀 平18. 4. 1眼   診療所
     神戸市西区白水３丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479752,0251,6 さぎの病院 〒651-2111 078-975-1121医療法人社団しらさぎ鷺野　英麿 平18. 4. 1療養 病院
     神戸市西区池上１丁目７－１８ 常　勤:    1会　理事長　鷺野　英 組織変更     療養    56現存
     (医       1)麿 平30. 4. 1内   皮   リハ
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479852,0254,0 岩崎整形外科クリニッ〒651-2129 078-978-1223岩崎　学 岩崎　学 平18. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 神戸市西区白水１丁目１４番５５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479952,0255,7 つじクリニック 〒651-2277 078-963-3923辻　福正 辻　福正 平18. 9. 1内   胃   呼  診療所
     神戸市西区美賀多台３－１１－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480052,0256,5 かしはら内科医院 〒651-2129 078-976-1181柏原　渉 柏原　渉 平18. 9. 1内   胃   診療所
     神戸市西区白水１丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480152,0257,3 いでい皮ふ科 〒651-2211 078-995-1717出射　敏宏 出射　敏宏 平18.12. 1皮   診療所
     神戸市西区押部谷町栄４５０－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480252,0259,9 あつい整形外科・リウ〒651-2211 078-998-2217医療法人社団　あつい厚井　薫 平19. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     マチ科 神戸市西区押部谷町栄３２８番 常　勤:    1整形外科・リウマチ科 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　厚井　薫 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480352,0261,5 てらした耳鼻咽喉科 〒651-2129 078-978-0955寺下　健洋 寺下　健洋 平19. 4. 1耳い アレ 診療所
     神戸市西区白水１丁目１４番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480452,0262,3 川上皮膚科 〒651-2109 078-977-0170川上　尚弘 川上　尚弘 平19. 4. 1皮   診療所
     神戸市西区前開南町１丁目４－４常　勤:    1 新規 現存
     伊川谷駅前ビル２階 (医       1) 平25. 4. 1
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 480552,0263,1 偕生病院 〒651-2131 078-927-3211医療法人社団　偕生会横井　峰人 平19. 4. 1一般 病院
     神戸市西区持子３丁目２番地の２常　勤:    2　理事長　横井　峰人 組織変更     一般    88現存
     (医       2) 平25. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   25 リハ リウ 脳外
     (医      25) 消化器内科　循
     環器内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480652,0264,9 ふじみ内科医院 〒651-2275 078-996-0221医療法人社団　ふじみ藤見　忠生 平19. 5. 1内   消   診療所
     神戸市西区樫野台５－４－３ 常　勤:    1内科医院　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       1)見　忠生 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480752,0265,6 医療法人社団　阿部医〒651-2116 078-974-7174医療法人社団　阿部医小松　晶子 平19. 6. 1内   消   診療所
     院　カトレアクリニッ神戸市西区南別府２－１５－９カ常　勤:    3院　理事長　阿部　申 新規 現存
     ク トレア総合医療ビル４Ｆ (医       3)次 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480852,0266,4 あしだクリニック 〒651-2113 078-978-0213芦田　博雄 芦田　博雄 平19. 5.21消   外   リハ診療所
     神戸市西区伊川谷町有瀬４９－５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480952,0267,2 フェニックス診療所 〒651-2401 078-967-0036医療法人社団　一功会平井　規子 平19. 7. 1一般 診療所
     (52,0133,2) 神戸市西区岩岡町岩岡６５４－１常　勤:    1　理事長　平井　昭博 新規     一般    19現存
     ５６ (医       1) 平25. 7. 1内   外   精  
     非常勤:    1 歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481052,0269,8 なかやま診療所 〒651-2253 078-961-0290中山　剛 中山　剛 平20. 3. 1外   皮   整外診療所
     神戸市西区平野町向井５３ 常　勤:    2 交代 内   現存
     (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481152,0274,8 たに皮フ科クリニック〒651-2273 078-990-1357谷　昌寛 谷　昌寛 平21. 5. 1皮   診療所
     神戸市西区糀台５－１０－２　西常　勤:    2 新規 現存
     神センタービル３Ｆ (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481252,0277,1 おばやしクリニック 〒651-2211 078-998-1318医療法人社団おばやし尾林　慶治 平21. 7. 1麻   内   胃  診療所
     神戸市西区押部谷町栄３２９－１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)尾林　慶治 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481352,0278,9 心療クリニック中野 〒651-2103 078-793-9080奥村　満佐子 奥村　満佐子 平21. 9. 1精   心内 診療所
     神戸市西区学園西町１－１３学園常　勤:    1 交代 現存
     都市駅ビル３Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 481452,0281,3 いしだクリニック 〒651-2273 078-920-9200石田　敏郎 石田　敏郎 平22. 4. 1ひ   他   診療所
     神戸市西区糀台５丁目５番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481552,0282,1 いでクリニック 〒651-2109 078-976-0528医療法人社団　医伸会井出　孝夫 平22. 4. 1外   リハ 診療所
     神戸市西区前開南町２丁目１４－常　勤:    1　理事長　井出　孝夫 組織変更 現存
     ７ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481652,0283,9 あんどうキッズクリニ〒651-2103 078-792-4545安藤　淳 安藤　淳 平22. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 神戸市西区学園西町１丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号神戸学園都市ビル３階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481752,0284,7 志賀医院 〒651-2224 078-994-5588志賀　和夫 志賀　和夫 平22. 5. 1内   消   診療所
     神戸市西区秋葉台２－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481852,0285,4 ももいクリニック 〒651-2131 078-926-1601医療法人社団ももいク桃井　寛仁 平22. 6. 1消   麻   診療所
     神戸市西区持子２丁目１６－１ 常　勤:    1リニック　理事長　桃 組織変更 ②肛門外科③乳現存
     (医       1)井　寛仁 平28. 6. 1腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481952,0288,8 さかい整形外科 〒651-2109 078-978-2440坂井　毅 坂井　毅 平22.10. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市西区前開南町１丁目４－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482052,0289,6 こまつ皮ふ科 〒651-2129 078-977-1212小松　平 小松　平 平22.10. 1皮   アレ 診療所
     神戸市西区白水３丁目１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482152,0291,2 よしだ内科診療所 〒651-2276 078-961-0825医療法人社団よしだ内吉田　輝夫 平22.10. 1内   小   他  診療所
     神戸市西区春日台３丁目３番地の常　勤:    1科診療所　理事長　吉 移動 腎臓・人工透析現存
     ２０ (医       1)田　輝夫 平28.10. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482252,0293,8 谷崎循環器内科クリニ〒651-2134 078-927-8707谷崎　俊郎 谷崎　俊郎 平23. 3. 1内   循   診療所
     ック 神戸市西区曙町１０９６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482352,0294,6 おの認知症クリニック〒651-2112 078-978-0722小野　成夫 小野　成夫 平23. 5. 1他   診療所
     神戸市西区大津和１丁目４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 482452,0296,1 かなさと内科医院 〒651-2124 078-978-0555医療法人社団　かなさ金里　充哲 平23. 3. 1内   診療所
     神戸市西区伊川谷町潤和字宮ノ西常　勤:    1と内科医院　理事長　 組織変更 現存
     １４３６番５ (医       1)金里　充哲 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482552,0297,9 第二椋本クリニック 〒651-2273 078-997-9333医療法人社団椋本クリ椋本　一穂 平23. 8. 1他   診療所
     神戸市西区糀台五丁目６番３号 常　勤:    2ニック　理事長　椋本 新規 現存
     (医       2)　一穂 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482652,0298,7 ないとう眼科 〒651-2274 078-202-3958内藤　公子 内藤　公子 平24. 1. 1眼   診療所
     神戸市西区竹の台５丁目３番地の常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482752,0299,5 白木内科クリニック 〒651-2111 078-975-7777白木　東洋彦 白木　東洋彦 平24. 1. 1内   呼   アレ診療所
     神戸市西区池上２丁目２１－４池常　勤:    2 移動 現存
     上医療ビル２Ｆ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482852,0302,7 山川整形外科クリニッ〒651-2103 078-796-5355山川　隆由 山川　隆由 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     ク 神戸市西区学園西町１－１－２神常　勤:    1 新規 現存
     戸学園都市ビル３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482952,0303,5 片岡整形外科 〒651-2273 078-990-3090医療法人社団片岡整形片岡　健夫 平24. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市西区糀台５丁目６番３号西常　勤:    1外科　理事長　片岡　 組織変更 現存
     神オリエンタルホテル２階 (医       1)健夫 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483052,0305,0 医療法人社団菫会伊川〒651-2111 078-974-1117医療法人社団菫会　理中尾　守次 平24. 7. 1一般       115病院
     谷病院 神戸市西区池上２丁目４番地の２常　勤:   12事長　前田　章 その他 内   外   整外現存
     (医      12) 平24. 7. 1循   消   眼  
     非常勤:   86 婦   放   他  
     (医      86) こう リハ 脳外
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483152,0306,8 おかざきマタニティク〒651-2103 078-798-1103岡﨑　光男 岡﨑　光男 平24. 9. 1一般        14診療所
     リニック 神戸市西区学園西町５－２－５ 常　勤:    1 その他 産婦 産   婦  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483252,0307,6 さとうクリニック 〒651-2233 078-996-0180医療法人社団翌檜会　佐藤　容一 平24.10. 1一般         9診療所
     神戸市西区櫨谷町福谷８８２番地常　勤:    1理事長　佐藤　容一 その他 療養        10現存
     (医       1) 平24.10. 1内   消   他  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 483352,0308,4 医療法人社団恵友会　〒651-2273 078-990-3030医療法人社団　恵友会沢岻　美奈子 平25. 1. 1婦   診療所
     久保みずき女性・検診神戸市西区糀台５丁目６番地の３常　勤:    1　理事長　久保　寛倫 新規 現存
     クリニック 神戸西神オリエンタルホテル内 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483452,0309,2 向原クリニック 〒651-2112 078-975-8760医療法人社団向原クリ向原　進一 平25. 1. 1整外 ひ   診療所
     神戸市西区大津和一丁目７番８号常　勤:    2ニック　理事長　向原 組織変更 ②緩和ケア内科現存
     (医       2)　進一 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483552,0310,0 落合眼科医院 〒651-2109 078-939-3315落合　春幸 落合　春幸 平25. 2. 1眼   診療所
     神戸市西区前開南町１－２－１伊常　勤:    2 新規 現存
     川谷駅ビル２Ｆ (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483652,0311,8 にしむら眼科 〒651-2273 078-992-5888医療法人社団感謝会　西村　衛 平25. 2. 1眼   診療所
     神戸市西区糀台５丁目６番３号　常　勤:    1理事長　西村　衛 組織変更 現存
     神戸西神オリエンタルホテル１階(医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483752,0312,6 医療法人三友会　なで〒651-2242 078-993-1212医療法人三友会　理事大橋　正伸 平25. 3. 1一般        48病院
     しこレディースホスピ神戸市西区井吹台東町２丁目１３常　勤:    8長　名方　正夫 移動 産婦 小   内  現存
     タル 番地 (医       8) 平25. 3. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483852,0313,4 永田医院 〒651-2131 078-928-8555医療法人社団永田医院永田　利謙 平25. 4. 1内   小   診療所
     神戸市西区持子２丁目１１７番地常　勤:    2　理事長　永田　利謙 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483952,0314,2 しげやま内科クリニッ〒651-2113 078-975-5353茂山　豊 茂山　豊 平25. 5. 1内   消   他  診療所
     ク 神戸市西区伊川谷町有瀬１０５２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484052,0317,5 ゆたかこどもクリニッ〒651-2273 078-990-5455医療法人社団　ゆたか中村　豊 平25. 5. 1小   アレ 診療所
     ク 神戸市西区糀台５丁目６番３号西常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     神オリエンタルホテル２階 (医       1)事長　中村　豊 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 484152,0318,3 雄岡病院 〒651-2304 078-965-0344医療法人社団　悠生会谷口　敬子 平25. 6. 1精神       176病院
     神戸市西区神出町小束野４８番地常　勤:    5　理事長　谷口　敬子 組織変更 精   現存
     の５８ (医       5) 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484252,0319,1 にしむらクリニック 〒651-2273 078-992-4666医療法人社団感謝会　鹿谷　安明 平25. 7. 1眼   診療所
     神戸市西区糀台５丁目６番１号 常　勤:    2理事長　西村　衛 新規 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484352,0321,7 医療法人社団岸皮膚科〒651-2103 078-796-4112医療法人社団岸皮膚科岸　達郎 平25. 8. 1皮   アレ 診療所
     神戸市西区学園西町一丁目１番地常　勤:    1　理事長　岸　達郎 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484452,0324,1 中神クリニック 〒651-2272 078-991-4118医療法人社団　中神ク中神　祐介 平26. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市西区狩場台３丁目９番地の常　勤:    1リニック　理事長　中 移動 現存
     ８ (医       1)神　祐介 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484552,0325,8 はら耳鼻咽喉科 〒651-2109 078-976-8733医療法人社団　はら耳原　聡 平26. 4. 1耳い 診療所
     神戸市西区前開南町１丁目６番９常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　原 組織変更 現存
     号 (医       1)　聡 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484652,0326,6 早川内科クリニック 〒651-2213 078-994-0383早川　雅弘 早川　雅弘 平26. 4. 1内   診療所
     神戸市西区押部谷町福住６２８－常　勤:    1 その他 消化器内科 現存
     ４３４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484752,0328,2 石原内科・リハビリテ〒651-2129 078-978-2727医療法人社団　石原内石原　健造 平26. 5. 1内   リハ 診療所
     ーション科 神戸市西区白水３丁目１番６号 常　勤:    1科・リハビリテーショ 組織変更 糖尿病内科 現存
     (医       1)ン科　理事長　石原　 平26. 5. 1
     健造
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484852,0329,0 上山クリニック 〒651-2103 078-791-0707医療法人社団　上山ク上山　幸治 平26. 6. 1内   整外 診療所
     神戸市西区学園西町五丁目２番４常　勤:    1リニック　理事長　上 組織変更 ②胃腸肛門外科現存
     号 (医       1)山　幸治 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484952,0331,6 いしいこどもクリニッ〒651-2244 078-990-3005石井　円 石井　円 平26.10. 1小   アレ 診療所
     ク 神戸市西区井吹台北町２丁目１７常　勤:    1 新規 小児循環器内科現存
     番１３ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 485052,0332,4 心療内科・精神科　き〒651-2273 078-991-5585清田　直俊 清田　直俊 平26. 9. 1心内 精   診療所
     よた診療所 神戸市西区糀台５－１０－２西神常　勤:    1 その他 現存
     センタービル３Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485152,0333,2 神戸市医師会　西部休〒651-2103 078-795-4915一般社団法人　神戸市荒木　 公 平26.10. 1内   小   診療所
     日急病診療所 神戸市西区学園西町４丁目２番地常　勤:    2医師会　会長　置塩　 移動 現存
     (医       2)隆 平26.10. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485252,0335,7 にった整形外科クリニ〒651-2113 078-978-1350仁田　史人 仁田　史人 平26.12. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 神戸市西区伊川谷町有瀬１０５２常　勤:    1 新規 現存
     番地の４ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485352,0336,5 はなふさメンタルクリ〒651-2128 078-911-2140医療法人　社団　はな花房　 平26.12. 1心内 精   診療所
     ニック 神戸市西区玉津町今津字訳ヶ谷３常　勤:    1ふさメンタルクリニッ 組織変更 現存
     ６６番８号 (医       1)ク　理事長　花房　廣 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485452,0337,3 いせきクリニック 〒651-2273 078-993-1750井関　治夫 井関　治夫 平27. 3. 1眼   診療所
     神戸市西区糀台５丁目６番３号神常　勤:    1 新規 現存
     戸　西神オリエンタルホテル３階(医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485552,0338,1 こばやし小児科・脳神〒651-2129 078-977-0330医療法人社団　萌会　小林　修一 平27. 2. 1小   脳外 診療所
     経外科クリニック 神戸市西区白水三丁目１番１５ 常　勤:    2理事長　小林　めぐみ 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485652,0339,9 ふじい眼科クリニック〒651-2111 078-995-8100医療法人社団　ふじい藤井　雅彦 平27. 2. 1眼   診療所
     神戸市西区池上２丁目２１番地の常　勤:    1眼科クリニック　理事 組織変更 現存
     ４ (医       1)長　藤井　雅彦 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485752,0340,7 みやもと内科循環器科〒651-2103 078-794-0800医療法人社団　みやも宮本　哲也 平27. 2. 1内   呼内 診療所
     神戸市西区学園西町１丁目１番地常　勤:    1と内科循環器科　理事 組織変更 循環器内科 現存
     の２神戸学園都市ビル３Ｆ (医       1)長　宮本　哲也 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 485852,0341,5 西北ハートクリニック〒651-2204 078-998-1101医療法人社団敬生会　稲見　則仁 平27. 4. 1一般 診療所
     神戸市西区押部谷町高和字大坪７常　勤:    2理事長　武村　憲治 新規     一般    19現存
     ７５番 (医       2) 平27. 4. 1内   
     非常勤:   10 循環器内科
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485952,0342,3 にしもとクリニック 〒651-2244 078-991-6001西本　昌義 西本　昌義 平27.10. 1外   リハ 診療所
     神戸市西区井吹台北町２－１７－常　勤:    1 新規 ①循環器内科 現存
     １２ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486052,0343,1 あらき整形外科 〒651-2135 078-921-1224医療法人社団　あらき荒木　 公 平27.11. 1整外 リハ リウ診療所
     神戸市西区王塚台七丁目３３番 常　勤:    1整形外科　理事長　荒 移動 現存
     (医       1)木　 公 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486152,0344,9 おおの皮膚科 〒651-2111 078-976-3945医療法人社団おおの皮大野　健太郎 平28. 1. 1皮   診療所
     神戸市西区池上２丁目２１番地の常　勤:    2膚科　理事長　大野　 組織変更 現存
     ４ (医       2)健太郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486252,0345,6 クリニックヤマダ 〒651-2272 078-991-0194医療法人社団クリニッ山田　公二 平28. 1. 1内   診療所
     神戸市西区狩場台３丁目９番地の常　勤:    2クヤマダ　理事長　山 組織変更 ②消化器内科 現存
     ４ (医       2)田　公二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486352,0346,4 さいとう内科クリニッ〒651-2412 078-967-0019斉藤　雅也 斉藤　雅也 平28. 4. 1内   診療所
     ク 神戸市西区竜が岡１丁目１５－３常　勤:    1 その他 ②消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486452,0347,2 なかにし眼科クリニッ〒651-2131 078-925-4100医療法人社団　医新会中西　頼子 平28. 8. 1眼   診療所
     ク 神戸市西区持子２丁目３番２ 常　勤:    1　理事長　新見　浩司 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486552,0348,0 クラージュ　クリニッ〒651-2273 078-940-6101成　耆徹 成　耆徹 平29. 1. 1形外 皮   診療所
     ク 神戸市西区糀台５－６－３神戸西常　勤:    1 新規 現存
     神オリエンタルホテル６階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486652,0349,8 さくま透析クリニック〒651-2133 078-924-3939医療法人社団香仁会　佐久間　孝雄 平29. 1. 1ひ   診療所
     神戸市西区枝吉５丁目１５６ 常　勤:    1理事長　佐久間　孝雄 組織変更 ①透析内科②腎現存
     (医       1) 平29. 1. 1臓内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 486752,0350,6 神戸市立西神戸医療セ〒651-2273 078-997-2200地方独立行政法人神戸田中　修 平29. 4. 1一般       425病院
     (52,0164,7) ンター 神戸市西区糀台５丁目７番地の１常　勤:  129市民病院機構　理事長 組織変更 結核        50現存
     (医     127)　橋本　信夫 平29. 4. 1内   神内 呼内
     (歯       2) 精   小   外  
     非常勤:   43 整外 リハ 脳外
     (医      41) 呼外 皮   ひ  
     (歯       2) 産婦 眼   耳い
     形外 麻   病理
     歯外 
     内糖内腎内血内
     消内循内腫内緩
     内消外乳外放診
     放治
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486852,0351,4 三宅内科医院 〒651-2235 078-945-6792医療法人社団　三宅内三宅　仁 平29. 5. 1内   呼内 診療所
     神戸市西区櫨谷町長谷２１４番地常　勤:    1科医院　理事長　三宅 組織変更 ②循環器内科 現存
     ２ (医       1)　仁 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486952,0352,2 向井整形外科 〒651-2112 078-974-8807医療法人社団　向井整向井　宏 平29. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市西区大津和３－６－４シャ常　勤:    1形外科　理事長　向井 組織変更 現存
     ルマンディアントス２０１ (医       1)　宏 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487052,0353,0 医療法人社団小林ここ〒651-2273 078-995-9485医療法人社団小林ここ小林　実 平29. 5. 1心内 精   神内診療所
     ろのクリニック 神戸市西区糀台五丁目６番３号神常　勤:    2ろのクリニック　理事 組織変更 現存
     戸西神オリエンタルホテル５階 (医       2)長　小林　実 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487152,0354,8 糖尿病内科かいせいク〒651-2135 078-926-0780医療法人社団　偕生会松田　友和 平30. 4. 1内   診療所
     リニック 神戸市西区王塚台７丁目７８番地常　勤:    2　理事長　横井　峰人 新規 ①糖尿病内科 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487252,0355,5 のじまバスキュラーア〒651-2273 078-997-1055野島　武久 野島　武久 平30. 4. 1外   診療所
     クセスクリニック 神戸市西区糀台５丁目６番地の３常　勤:    1 その他 現存
     神戸　西神オリエンタルホテル３(医       1) 平30. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487352,0356,3 さいとう整形外科 〒651-2226 078-995-7377齋藤　聡彦 齋藤　聡彦 平30. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     神戸市西区桜が丘中町４丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     ７番地 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 487498,0002,6 兵庫県立　西宮病院 〒662-0918 0798-34-5151兵庫県知事　井戸　敏河田　純男 昭35. 7. 1一般       400病院
     西宮市六湛寺町１３－９ 常　勤:  143三 内   形外 他  現存
     (医     143) 平29. 7. 1リウ 小   外  
     非常勤:   67 整外 脳外 ひ  
     (医      67) 産婦 眼   耳い
     リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487598,0008,3 兵庫県立加古川医療セ〒675-8555 079-497-7000兵庫県知事　井戸　敏原田　俊彦 平21.11. 1一般 病院
     ンター 加古川市神野町神野２０３番地 常　勤:   86三 移動     一般   345現存
     (医      86) 平27.11. 1一般（感染）
     非常勤:   39     感染     8
     (医      39) 内   呼内 神内
     外   心外 脳外
     形外 整外 精  
     リウ 皮   ひ  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     病理 
     消内　循内　腎
     内　糖泌　緩ケ
     　感内　消外　
     乳外　救
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487698,0497,8 西宮市立中央病院 〒663-8014 0798-64-1515西宮市長　今村　岳司根津　理一郎 昭50. 3.16一般       257病院
     (98,0252,3) 西宮市林田町８－２４ 常　勤:   44 内   呼内 外  現存
     (医      43) 平29. 3.16呼外 整外 脳外
     (歯       1) 小   皮   ひ  
     非常勤:   60 産婦 眼   耳い
     (医      57) リハ 放   歯外
     (歯       3) 麻   
     循内　消内　糖
     内内　ペ内　消
     外　乳外　ペ外
     　臨検
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487799,0002,4 独立行政法人国立病院〒669-1515 0795-63-2121独立行政法人国立病院里中　和廣 昭32. 7. 1一般       450病院
     (99,0002,0) 機構兵庫中央病院 三田市大原１３１４ 常　勤:   27機構　理事長　楠岡　 結核        50現存
     (医      26)英雄 平29. 7. 1内   神内 呼  
     (歯       1) 消   循   外  
     非常勤:   16 整外 呼外 リハ
     (医      16) 放   麻   歯  
     他   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 487899,0007,3 独立行政法人国立病院〒670-0012 079-225-3211独立行政法人国立病院和田　康雄 昭35. 7. 1一般       430病院
     機構姫路医療センター姫路市本町６８ 常　勤:   59機構　理事長　楠岡　 内   精   呼内現存
     (医      59)英雄 平29. 7. 1小   外   整外
     非常勤:   23 形外 脳外 呼外
     (医      23) 皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     リウ リハ 麻  
     放   
     消内　循内　消
     外　乳外　救　
     糖内内　頭頸外
     　緩ケ内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487999,0009,9 神戸大学医学部附属病〒650-0017 078-382-5111国立大学法人神戸大学平田　健一 昭42. 6. 1一般       888特定機能
     (99,0009,5) 院 神戸市中央区楠町７丁目５－２ 常　勤:  667　神戸大学長　武田　 精神        46病院
     (医     634)廣 平30. 6. 1内   消   循  現存
     (歯      33) 呼   神内 リハ
     非常勤:  240 心外 呼外 小外
     (医     221) 脳外 整外 産婦
     (歯      19) 眼   精   小  
     放   皮   ひ  
     麻   形外 美外
     歯外 矯歯 他  
     消内、循内、呼
     内、糖内内、腎
     内、腫・血内、
     血内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488099,0010,7 独立行政法人国立病院〒654-0155 078-791-0111独立行政法人国立病院森田　瑞穂 昭56. 4. 1一般       304病院
     機構神戸医療センター神戸市須磨区西落合３丁目１－１常　勤:   56機構　神戸医療センタ 内   心内 精  現存
     (医      56)ー　理事長　楠岡　英 平29. 4. 1神内 呼内 小  
     非常勤:   29雄 外   整外 脳外
     (医      29) 呼外 形外 皮  
     ひ   産   婦  
     眼   耳い リハ
     放   麻   病理
     糖内感内消内消
     外循内乳外放治
     緩内腫・血内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   538 頁

 488199,0012,3 神戸大学医学部附属国〒650-0047 078-302-7111国立大学法人神戸大学味木　徹夫 平29. 4. 1一般       120病院
     際がん医療・研究セン神戸市中央区港島南町一丁目５番常　勤:   10　神戸大学長　武田　 新規 外   内   呼外現存
     ター 地１号 (医      10)廣 平29. 4. 1ひ   耳い 整外
     非常勤:   57 麻   放   形外
     (医      57) 食道・胃外　肝
     ・胆・膵外　乳
     腺・内分泌外　
     頭頸外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表
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    134,0058,9 おおにしクリニック 〒679-2215 0790-24-5118大西　健祐 大西　健祐 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     (34,0111,0) 神崎郡福崎町西治１４８１ 常　勤:    2 新規 内   神内 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


