
医療機関名 住所

芦屋市 芦屋ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰ坂本泌尿器科 芦屋市朝日ヶ丘町39-1

野村医院 芦屋市伊勢町5-10

筋師医院 芦屋市岩園町7-26

瀬野内科医院 芦屋市大原町11-24-106　ラポルテ北館１F

池本脳神経クリニック 芦屋市大原町20-19　ｵﾗﾝｼﾞｭｰﾙ芦屋1F

宮﨑内科クリニック 芦屋市春日町7-3　サンクレール芦屋2F

ふくおか整形外科 芦屋市春日町7-3　サンクレール芦屋1F

さわだクリニック 芦屋市川西町8-13　2Ｆ

吉田内科クリニック 芦屋市業平町5-2　芦屋ハウス6F

いとう内科 芦屋市西芦屋8-19

くわの整形外科 芦屋市東山町15-12

芦屋やなもとペインクリニック 芦屋市船戸町4-1　ﾗﾎﾟﾙﾃ本館4F

あずみクリニック 芦屋市松ノ内町6-23

松葉医院 芦屋氏翠ヶ丘町1-4

尼崎市 医療機関名 住所

山本医院 尼崎市大庄北2-22-11　フォートレス1F

よこた芳友クリニック 尼崎市南塚口町2-21-29

とみた脳神経クリニック 尼崎市武庫之荘1-18-5

松島医院 尼崎市武庫之荘1-6-14

中山内科医院 尼崎市武庫之荘2-3215

木戸整形外科 尼崎市武庫之荘西2-53-12

吉良整形外科医院 尼崎市杭瀬北新町1-10-2

畠中整形外科リハビリテーション科 尼崎市大庄西町1-10-15

伊丹市 医療機関名 住所

かねこ脳神経外科クリニック 伊丹市山田5-3-3

宝塚市　 医療機関名 住所

小松原医院 宝塚市伊孑志3-2-31

成山クリニック 宝塚市小林2-11-16　ｶｻｵﾊﾞﾔｼ2F

柴田内科医院 宝塚市小林3-8-45

田中クリニック 宝塚市小林4-7-47

今泉クリニック 宝塚市逆瀬川2-4-3

広石医院 宝塚市逆瀬台1-11-4　2F

良元診療所 宝塚市大成町10-45

はらの内科クリニック 宝塚市仁川北3-7-17

西宮市 医療機関名 住所

ひだクリニック 西宮市荒木町15-22

大森内科医院 西宮市石刎町18-8

タブセクリニック 西宮市今津曙町11-8

おおの整形外科・リウマチ科 西宮市今津社前町1-11　ｽｲﾘｰ壱番館1F

松本整形外科診療所 西宮市今津二葉町1-24

谷口医院 西宮市今津真砂町1-6

登録医療機関登録医療機関登録医療機関登録医療機関



しおざき眼科 西宮市今津水波町4-10

にし整形外科 西宮市今津山中町12-25　1階

西宮今津みどり皮ふ科 西宮市今津山中町12-25　2階

やまだ耳鼻咽喉科クリニック 西宮市今津山中町12-25　2階

おやどまりクリニック 西宮市上ヶ原町4-1

北垣クリニック 西宮市上田中町7-3

伊熊整形外科 西宮市上田西町3-43　サンロイヤル武庫川サンク1F

くらのぶクリニック 西宮市青木町14-4

平川クリニック 西宮市大屋町12-20

飯田整形外科 西宮市大屋町7-14

こじま小児科・循環器科 西宮市大屋町7-14

たろうメディカルクリニック 西宮市神楽町11-25　STATION　BUILDING　3F

みやけ内科クリニック 西宮市神楽町11-27　ブルーノ夙川2F

えの眼科クリニック 西宮市神楽町11-27　ブルーノ夙川3Ｆ

柴田クリニック 西宮市神楽町5-4

鈴木医院 西宮市笠屋町17-40　宝城ﾋﾞﾙ1F

小寺外科 西宮市笠屋町9-22

撫順医院 西宮市霞町1-34

中島クリニック 西宮市上大市3-1-10

かず整形外科リハビリクリニック 西宮市上大市4-1-7

勝部医院 西宮市上甲子園1-4-13

甲子園診療所 西宮市上甲子園4-5-15

村松医院 西宮市上葭原町5-22

おおやぶ内科・循環器内科 西宮市瓦林町20-14

整形外科たかひろクリニック 西宮市瓦林町20-14

瀬戸内科医院 西宮市北口町18-10

さかお内科・消化器内科 西宮市北名次町11-15

鍛冶内科医院 西宮市北名次町5-5

日野小児科内科医院 西宮市久保町10-26　ﾒｶﾞﾛｺｰﾌﾟ西宮Ⅱ-104号

ふじもとクリニック 西宮市久保町7-35

くさの整形外科クリニック 西宮市甲子園網引町2-34

杉島内科小児科 西宮市甲子園網引町8-20

てい外科胃腸科 西宮市甲子園浦風町16-35

ふなもとクリニック 西宮市甲子園浦風町7-13

三浦医院 西宮市甲子園口2-1-31

国夫新生クリニック 西宮市甲子園口2-15-14

きんたか医院 西宮市甲子園口2-4-10　メディコート甲子園2F

前田クリニック 西宮市甲子園口3-14-1

サンクリニック 西宮市甲子園口3-3-33

藤川クリニック 西宮市甲子園口3-4-24

林医院 西宮市甲子園口3-9-23

おかもとクリニック 西宮市甲子園口北町1-6-101

中田内科医院 西宮市甲子園町25-18

御幡医院 西宮市甲子園春風町4-27

みやわき整形外科クリニック 西宮市甲子園四番町3-7

おはなクリニック 西宮市甲子園六番町12-9　甲子園六番館203号

岡田クリニック 西宮市甲子園六番町14-25

さいた眼科 西宮市甲子園六番町18-16



のり整形外科クリニック 西宮市甲子園六番町18-16

じゅん内科クリニック 西宮市甲子園六番町18-16

たてクリニック 西宮市甲子園六番町19-4

池田内科 西宮市甲東園1-2-12　甲東園千鳥ﾊｲﾑ102

山内医院 西宮市甲東園3-1-37

にじゅう内科クリニック 西宮市甲東園3-2-29

ささき整形外科 西宮市甲東園3-2-29

李漢方内科・外科クリニック 西宮市甲風園1-10-1

森整形外科医院 西宮市甲風園1-12-14

ほうき耳鼻咽喉科クリニック 西宮市甲風園1-1-5　法貴ビル3F

小田内科循環器内科 西宮市甲風園1-6-1

大森内科クリニック 西宮市甲陽園東山町2-26

川﨑医院 西宮市越水町6-7

谷本整形外科 西宮市小曽根町3-1-31

石塚ファミリークリニック 西宮市小松北町1-1-27　 エムプラン小松1F

たかき循環器・内科クリニック 西宮市小松北町2-1-1　第31ﾋｸﾞﾁﾋﾞﾙ1F

福井内科医院 西宮市小松東町3-8-1

大岡クリニック 西宮市小松南町1-10-15

橋野医院 西宮市里中町2-2-27

ほづ医院 西宮市里中町3丁目3番5号　ﾛｲﾔﾙﾊｲﾑ里中1F

川野内科クリニック 西宮市産所町11-14

奥田医院 西宮市下大市東町4-3

ジン医院 西宮市高須町1-1-12-205

眼科クリニック　ウヤマ 西宮市高須町2-1-19-102

さこだ耳鼻咽喉科 西宮市高松町5-39　なでしこビル4F

松本脳神経外科クリニック 西宮市田代町11-3

中嶋クリニック 西宮市建石町6-4

みやみつ整形外科リハビリクリニック 西宮市田中町3-1ｴｲﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ206

山路クリニック 西宮市田中町3-1ｴｲﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ208

奥平整形外科 西宮市田中町4-18

つちやま内科クリニック 西宮市段上町1-1-22　レインボー甲東1F

よしおかクリニック泌尿器科 西宮市段上町1-2-34

相生胃腸科外科クリニック 西宮市段上町1-7-8

清田診療所 西宮市段上町2-1-10

森口クリニック 西宮市段上町6-17-30

森医院 西宮市千歳町7-37

山縣皮膚科医院 西宮市津門大塚町1-25　メゾンドサンライズ201

和田眼科 西宮市津門呉羽町1-28　今津医療センター2階

嶺尾整形外科 西宮市津門呉羽町1-28　今津医療センター5階

平松泌尿器科 西宮市津門呉羽町1-28　今津医療センター6階

伊賀内科・循環器科 西宮市津門呉羽町3-9

サトウ眼科 西宮市津門西口町1-3　西宮アネックス1Ｆ

中島耳鼻咽喉科 西宮市天道町26-9

平本医院 西宮市戸田町4-1

山内内科 西宮市戸田町4-20

松尾医院 西宮市鳴尾町2-17-17

山本医院 西宮市鳴尾町2-19-6

栗本医院 西宮市鳴尾町2-26-27



志水医院 西宮市鳴尾町2-9-10

仁眼科医院 西宮市鳴尾町3-16-16

夙川よしだハートクリニック 西宮市南郷町14-16

芦田クリニック 西宮市南郷町4-7

鈴木内科クリニック 西宮市能登町11-40

ひぐち内科 西宮市羽衣町5-23　ﾊﾞｰﾄﾝﾋﾞﾙ1F

シミズクリニック 西宮市羽衣町5-3

すがぬま整形外科クリニック 西宮市櫨塚町5-12

はまおかクリニック 西宮市浜甲子園1-1-9

橋本医院 西宮市浜甲子園1-3-10

たかはし内科クリニック 西宮市東鳴尾町2-1-23

くらかわ整形外科・耳鼻咽喉科 西宮市樋之池町10-15　紀乃国第一ビル101

たけまさクリニック 西宮市樋之池町21-26

西本医院 西宮市樋之池町25-17

西岡医院 西宮市樋之池町27-38

勝部北夙川医院 西宮市樋之池町7-1-1

いわもと内科クリニック 西宮市深津町7-21　阪急西宮ガーデンズ別館1F

医療法人社団あんしん会あんしんクリニック西宮 西宮市深津町7-21　阪急西宮ガーデンズ別館1F

かにえ整形外科 西宮市伏原町7-17　アルビオン西宮1F

しげやまクリニック 西宮市二見町13-21

浅井診療所 西宮市松原町3-3

津田内科医院 西宮市丸橋町8-49

ひらいクリニック 西宮市南甲子園1-1-1

松崎医院 西宮市南甲子園2-8-15

大矢医院 西宮市南越木岩町10-25

だんクリニック 西宮市南越木岩町７－１７

田中整形外科クリニック 西宮市南越木岩町9-5　ﾊﾟﾙﾚ苦楽園208号

あずま糖尿病内科クリニック 西宮市南越木岩町7-8　サンクチュアリ・ヴィラ・ザ　苦楽園2F

園田内科 西宮市南越木岩町14-7

医療法人　廉心会　消化器内視鏡クリニック 西宮市南昭和町10-25　リーストラクチャー西宮北口101号室

かとう内科・外科・整形外科クリニック 西宮市南昭和町8-16

すぎもとクリニック 西宮市室川町5-25

たけはしクリニック 西宮市門戸荘15-1　ﾄﾄﾓﾝﾄﾞ

風川医院 西宮市門戸荘18-19

まつだ整形外科クリニック 西宮市薬師町8-15　薬師メディタウン3F

循環器科・内科　原田クリニック 西宮市薬師町8-15

大野医院 西宮市屋敷町6-3

おひさまクリニック西宮 西宮市柳本町1-23-1Ｆ

よしおか内科クリニック 西宮市両度町6-22-1

石山整形外科 西宮市両度町6-22-1

むとう耳鼻咽喉科クリニック 西宮市若草町1-8-10

さかうえクリニック 西宮市和上町1-16　日本生命西宮ﾋﾞﾙ1F

髙橋内科循環器科クリニック 西宮市和上町6-22

多田医院 芦屋市打出小槌町13-5

松村内科クリニック 芦屋市伊勢町7-27

ありがとう芦屋クリニック 芦屋市船戸町3-24-1　1F

高内科 芦屋市東山町5-8 吉田ビル2F

大西内科循環器科 西宮市今津曙町6-2



えいしん内科・消化器内科クリニック 西宮市鞍掛町8-3　くらかけクリニックモール3F

エガワ診療所 西宮市笠屋町15-16

小金井クリニック 西宮市戸田町3-7

板野甲山診療所 西宮市甲山町53

たなか内科クリニック 西宮市甲子園浦風町2-1

半田医院 西宮市甲子園三番町10-43

いわたクリニック 西宮市甲子園三保町5-15 ﾕｰｾｰﾋﾞﾙ1F

横山整形外科 西宮市甲東園1-2-35

大岡内科医院 西宮市高須町2-1-19-103

山戸外科医院 西宮市室川町4-23

中村整形外科 西宮市松原町7-20

村松クリニック 西宮市松籟荘11-21

ふりつクリニック 西宮市上甲子園1-1-25 アンクラージュ上甲子園101

都クリニック 西宮市上田中町17-26

ふじた内科クリニック 西宮市西宮浜4-14-3

さいとう内科・呼吸器クリニック 西宮市西福町5-16 NOMURAﾋﾞﾙJR西宮駅前2F

沢井クリニック 西宮市相生町6-37 Ｆ夙川メディックビル1F

とりやま耳鼻咽喉科 西宮市池田町9-6 西ノ宮駅NKビル

岩下内科クリニック 西宮市池田町9-6 西ノ宮駅NKビル

にきクリニック 西宮市津門呉羽町1-28 今津医療ｾﾝﾀｰ4F

岡崎内科 西宮市田中町4-18　奥平ビル3Ｆ

臨港クリニック 西宮市東町2-1-10-2F


