
指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（病院・診療所） 令和4年7月現在

No 区 医療機関名称 医療機関所在地
1 東灘区 ばん皮膚科･形成クリニック 東灘区岡本1-3-19プロヴィデンス岡本2F
2 東灘区 ふじた小児科 東灘区岡本1-5-1-101
3 東灘区 つじもと耳鼻咽喉科 東灘区岡本1-6-12有本ビル2階
4 東灘区 山内小児科 東灘区岡本3-5-14
5 東灘区 甲南医療センター 東灘区鴨子ケ原1-5-16
6 東灘区 まりこ中町内科 東灘区⿂崎中町１−９−１１ＹＭビル⿂崎中町１０２号
7 東灘区 うおざき駅前五郷皮フ科 東灘区⿂崎中町４丁⽬６−１５第⼆松原ビル階１階
8 東灘区 つじの・こどもくりにっく 東灘区⿂崎北町５−９−２６
9 東灘区 ⼆星こどもクリニック 東灘区御影２−１６−１５
10 東灘区 東こどもの心とかからだのクリニック 東灘区御影2-2-13サイトウビル５F
11 東灘区 はせがわ耳鼻咽喉科クリニック 東灘区御影2-8-11-101
12 東灘区 医療法人社団  御影ごきげんクリニック 東灘区御影郡家2-16-10
13 東灘区 岡野耳鼻咽喉科 東灘区御影郡家2-16-16
14 東灘区 中澤小児科 東灘区御影町御影字1335-1ﾒﾋﾞｳｽﾋﾞﾙ1F
15 東灘区 坂井瑠実クリニック 東灘区御影本町2-11-10
16 東灘区 小林診療所 東灘区御影本町2-11-9
17 東灘区 しらさかクリニック 東灘区向洋町中1-14イーストコート2番街103
18 東灘区 阿部整形外科リウマチ科クリニック 東灘区向洋町中2-10-2Ｆ
19 東灘区 六甲アイランド甲南病院 東灘区向洋町中2-11
20 東灘区 小泉医院 東灘区向洋町中2-1-211-100
21 東灘区 つじの・こどもくりにっく神⼾ベイ 東灘区向洋町中２−１３シェラトンスクエア２Ｆ
22 東灘区 甲南やまゆりクリニック 東灘区甲南町３−２−２ＬａＧａｌｅｔｔｅ４Ｆ
23 東灘区 住吉川病院 東灘区甲南町５−６−７
24 東灘区 中尾クリニック 東灘区住吉宮町3-8-3
25 東灘区 社会福祉法人平成記念会 サポートハウス ココロネ住吉 東灘区住吉山手７丁⽬１番１号
26 東灘区 たぶち耳鼻咽喉科 東灘区住吉本町1-1-2住吉駅NKビル２階
27 東灘区 東神⼾病院 東灘区住吉本町1-24-13
28 東灘区 やまおか小児科・アレルギー科クリニック 東灘区住吉本町1-7-2-3F
29 東灘区 のだ整形外科クリニック 東灘区住吉本町1-7-2石橋ビル2F
30 東灘区 やまおか小児科アレルギー科クリニック 東灘区住吉本町1-7-2石橋ビル3F
31 東灘区 共和会ホームケアクリニック 東灘区住吉本町2-19-1
32 東灘区 吉野脳神経外科クリニック 東灘区森南町1-6-2
33 東灘区 阿部内科循環器科 東灘区森南町2-1-13
34 東灘区 池田診療所 東灘区森北町2-2-3
35 東灘区 小谷医院 東灘区深江南町2丁⽬8‐7ﾏﾝｼｮﾝ⻄芦屋105
36 東灘区 岡林内科クリニック 東灘区深江北町2-7-5
37 東灘区 市橋眼科 東灘区深江北町4-12-9
38 東灘区 内山医院 東灘区深江北町４丁⽬１０−１５⼤植ビル２階
39 東灘区 福田泌尿器皮膚科医院 東灘区田中町１−１０−１８
40 東灘区 筒井小児科クリニック 東灘区田中町１−１３−２２本山アーバンライフ１０７
41 東灘区 井⼾産婦人科医院 東灘区田中町１−７−１５
42 東灘区 羽間医院 東灘区田中町3-10-1
43 東灘区 神⼾本山うめはなこどもクリニック 東灘区北⻘⽊2-1-32
44 東灘区 あずまがわ小児科クリニック 東灘区北⻘⽊4-17-3-2Ｆ
45 東灘区 ならばやしこどものアレルギークリニック 東灘区本山中町4-13-15シャトードール3-102
46 東灘区 宮地病院 東灘区本山中町４丁⽬１番８号
47 東灘区 神⼾市東部療育センター診療所 東灘区本山南町8-3-43F
48 東灘区 かみもと眼科 東灘区本山南町8-5-25
49 東灘区 古川小児科 東灘区本山南町8-5-32
50 東灘区 ⼤倉クリニック 東灘区本庄町３−１０−２−１０１
51 東灘区 みわ小児科 東灘区御影中町１−７−２０
52 東灘区 山本クリニック 東灘区⻄岡本1-4-40
53 東灘区 小林クリニック 東灘区渦森台4-3-6
54 東灘区 小林クリニック 東灘区御影郡家1-30-17
55 東灘区 松本医院 東灘区住吉本町2-1-21
56 東灘区 田中医院 東灘区本山中町3-4-13
57 東灘区 堀本医院 東灘区岡本4-4-23
58 灘区 中迫医院 灘区曽和町２−１−５
59 灘区 片山キッズクリニック 灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2F
60 灘区 きもと内科クリニック 灘区岩屋中町4-2-7シマブンビルBBプラザ3Ｆ

1/6



指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（病院・診療所） 令和4年7月現在

No 区 医療機関名称 医療機関所在地
61 灘区 兵庫県予防医学協会健診センター 灘区岩屋北町1-8-1
62 灘区 たかはしクリニック 灘区岩屋北町5-1-31
63 灘区 波田眼科 灘区岩屋北町5-1-31メディカルハット4F
64 灘区 皮ふ科しみずクリニック 灘区岩屋北町7-1-30ラ・メルベーユ301
65 灘区 福本認知脳内科 灘区岩屋北町7-3-2
66 灘区 つじリウマチ科内科 灘区岩屋北町7-3-2JR灘駅ビル202
67 灘区 中川眼科医院 灘区岩屋北町7-3-2JR灘駅ビル3F
68 灘区 ほそい眼科 灘区記田町2-3-131F
69 灘区 宇山眼科医院 灘区宮山町3-3-1
70 灘区 むらた小児科クリニック 灘区高羽町2-10-13
71 灘区 やなぎさわ眼科 灘区篠原北町1-1-5シャーメゾン六甲山手1階
72 灘区 神⼾海星病院 灘区篠原北町3-11-15
73 灘区 椿田小児科 灘区森後町2-1-2
74 灘区 谷眼科医院 灘区森後町3-1-7嶋田ビル1F
75 灘区 こたに糖尿病内科クリニック 灘区森後町3-5-41-2Ｆ-Ｂ
76 灘区 辻本内科 灘区森後町3丁⽬1番18号ﾆｭｰｻﾝﾗｲﾌ六甲2階-B
77 灘区 金沢病院 灘区神ノ⽊通4-2-15
78 灘区 川口クリニック 灘区水道筋5-2-17
79 灘区 王子公園 まつむら皮フ科 灘区水道筋６丁⽬３−１ＩＭビル２Ｆ
80 灘区 田所病院 灘区船寺通１丁⽬２−１
81 灘区 門田外科医院 灘区中原通６丁⽬３−１５
82 灘区 下地医院 灘区灘南通1-1-9
83 灘区 由美子クリニック 灘区灘北通5-5-1摩耶クリニックビル3階
84 灘区 渡辺内科小児科クリニック 灘区楠丘町2-2-24
85 灘区 梶山小児科・アレルギー科 灘区畑原通3-1-17
86 灘区 医）康雄会⻄病院 灘区備後町3-2-18
87 灘区 みやもと小児科 灘区備後町4-4-1-301-12
88 灘区 高村クリニック 灘区岩屋北町7-3-2JR灘駅ビル3F
89 灘区 国家公務員等共済組合連合会六甲病院 灘区土山町５番１号
90 灘区 松本医院 灘区篠原南町2-4-5
91 灘区 常岡内科クリニック 灘区備後町3-1-5
92 灘区 田中医院 灘区倉石通4-1-24
93 中央区 チャイルド・ケモ・クリニック 中央区港島中町8-5-3
94 中央区 神⼾海岸病院 中央区磯辺通1-1-28
95 中央区 飯田眼科医院 中央区雲井通8-1-2
96 中央区 竹田内科クリニック 中央区下山手通４−１−１４
97 中央区 隈病院 中央区下山手通8-2-35
98 中央区 新神⼾おかだクリニック 中央区加納町１−３−２
99 中央区 医・社）松原クリニック 中央区加納町４−１０−１６
100 中央区 神⼾市医師会医療センター診療所 中央区橘通4-1-20
101 中央区 三聖病院 中央区琴ノ緒町4-2-5
102 中央区 腎友会クリニック 中央区琴ノ緒町4-8-8
103 中央区 神⼾博愛病院 【医科】 中央区元町通７丁⽬１−１７
104 中央区 わしおこども医院 中央区港島中町3-2-6
105 中央区 一般財団法人神⼾マリナーズ厚⽣会ポートアイランド病院 中央区港島中町４−６
106 中央区 神⼾低侵襲がん医療センター 中央区港島中町８−５−１
107 中央区 兵庫県立こども病院 中央区港島南町1-6-7
108 中央区 兵庫県立粒子線医療センター附属神⼾陽子線センター 中央区港島南町1-6-8
109 中央区 神⼾市立医療センター中央市⺠病院 中央区港島南町2-1-1
110 中央区 神⼾市立神⼾アイセンター病院 中央区港島南町2-1-8
111 中央区 先端医療センター 中央区港島南町２−２
112 中央区 神⼾逓信病院 中央区上筒井通６丁⽬２−４３
113 中央区 みなとクリニック 中央区新港町１３番２号
114 中央区 新神⼾ひろせ眼科 中央区⽣田町1-4-1E-202
115 中央区 浪方医院 中央区相⽣町４丁⽬６−１４
116 中央区 藤見医院 中央区相⽣町5-14-13
117 中央区 ⻘山内科クリニック 中央区多聞通3-3-9神⼾楠公前ビル5F
118 中央区 ⽊原小児科医院 中央区⼤⽇通７丁⽬２−２６
119 中央区 山本眼科 中央区中山手通4-2-9
120 中央区 神⼾真⽣塾附属小児科診療所 愛こどもクリニック 中央区中山手通7-24-11
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121 中央区 ホームケアクリニック こうべ 中央区中町通2-3-2-8F
122 中央区 白眉会画像診断クリニック 中央区中町通4-2-19
123 中央区 医療法人社団 みなとのこども診療所 中央区東川崎町１−３−３
124 中央区 脳神経内科くすのき診療所 中央区東川崎町1-8-1プロメナ神⼾309号
125 中央区 こがた内科・ハーバーランドリウマチクリニック 中央区東川崎町1-8-1プロメナ神⼾3F
126 中央区 財）順天厚⽣事業団順天厚⽣事業団診療所 中央区楠町３丁⽬３番１３号
127 中央区 神⼾⼤学医学部附属病院 中央区楠町7-5-2
128 中央区 北村クリニック 中央区⼆宮町3-5-14
129 中央区 ⻘⽊小児科 中央区⼆宮町4-20-20
130 中央区 丸山耳鼻咽喉科医院 中央区八雲通3-3-15
131 中央区 フラワーロード服部内科 中央区布引町3-1-7神⼾クリニックビル2階
132 中央区 宮本耳鼻咽喉科【医科】 中央区布引町４丁⽬３番６号
133 中央区 神⼾元町県庁前クリニック 中央区北⻑狭通４−６−１５
134 中央区 パルモア病院 中央区北⻑狭通4-7-20
135 中央区 荻原整形外科病院 中央区北⻑狭通５丁⽬３番５号
136 中央区 医療法人社団 岩本診療所こうべ往診クリニック 中央区野崎通4-2-17
137 中央区 神⼾⾚⼗字病院 中央区脇浜海岸通1-3-1
138 中央区 神鋼記念病院 中央区脇浜町1-4-47
139 中央区 わかば画像診断クリニック 中央区中町通4-2-19
140 中央区 原泌尿器科病院 中央区北⻑狭通5-7-17
141 中央区 上田病院 中央区国香通１丁⽬１番４号
142 中央区 神⼾労災病院 中央区籠池通４丁⽬１番２３号
143 兵庫区 医療法人社団 芦名医院 兵庫区永沢町３丁⽬２−２２
144 兵庫区 きりづか内科医院 兵庫区駅前通1-3-22リエトコート兵庫1F
145 兵庫区 森本医院 兵庫区駅前通2-1-29-133
146 兵庫区 ふじい皮ふ科クリニック 兵庫区駅南通5-2-8-102
147 兵庫区 内田医院 兵庫区会下山町１−９−１０
148 兵庫区 楠瀬外科医院 兵庫区金平町１丁⽬１９−１６
149 兵庫区 小原病院 兵庫区荒田町1-9-19
150 兵庫区 神⼾市立心⾝障害者福祉センター診療所 兵庫区水⽊通2-1-10
151 兵庫区 医）栄昌会吉田病院 兵庫区⼤開通9ｰ2ｰ6
152 兵庫区 やまもと眼科クリニック 兵庫区鍛冶屋町2-2-20フジマサビル１F
153 兵庫区 ぬかたクリニック 兵庫区塚本通7-1-1安井ビル3F
154 兵庫区 ひだかクリニック 兵庫区塚本通7-2-17-101
155 兵庫区 川崎病院 兵庫区東山町3-3-1
156 兵庫区 松葉内科医院 兵庫区浜中町１丁⽬５−１
157 兵庫区 三菱神⼾病院 兵庫区和田宮通６−１−３４
158 兵庫区 荻原みさき病院 兵庫区切⼾町6-26
159 兵庫区 神⼾百年記念病院 兵庫区御崎町１丁⽬９番１号
160 兵庫区 谷本耳鼻咽喉科 兵庫区下沢通3-1-25-201
161 北区 にこにこハウス医療福祉センター 北区しあわせの村1-9
162 北区 医・社）川本医院 北区ひよどり台１丁⽬２１番６号
163 北区 中野内科医院 北区広陵町１丁⽬１５９−１
164 北区 ⽊村眼科医院 北区甲栄台４−１−１３北鈴神鉄駅ビル２階
165 北区 神⼾リハビリテーション病院 北区山田町下谷上字中一⾥山１４−１
166 北区 神⼾ほくと病院 北区山田町下谷上字梅⽊谷37-3
167 北区 こやまクリニック 北区山田町下谷上字梅⽊谷42-4
168 北区 真星病院 北区山田町上谷上字古々谷12-3
169 北区 兵庫県立ひょうごこころの医療センター 北区山田町上谷上字登り尾3
170 北区 山脇クリニック 北区鹿の子台北町４丁⽬９番２号
171 北区 こさか家庭医療クリニック 北区若葉台１−１−４３
172 北区 医・社）恕和会松田病院 北区松が枝町３丁⽬１番７４号
173 北区 福山診療所 北区菖蒲が丘１丁⽬１４−１
174 北区 金子クリニック 北区星和台1-34-7
175 北区 神⼾中央病院 北区惣山町2-1-1
176 北区 独）地域医療機能推進機構 神⼾中央病院 北区惣山町２丁⽬１‐１
177 北区 春⽇病院 北区⼤脇台3-1
178 北区 ⼤郷皮フ科クリニック 北区谷上東町13-3
179 北区 古瀬診療所 北区淡河町萩原字宮脇２０２−１
180 北区 なかの小児科 北区筑紫が丘2-13-2
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No 区 医療機関名称 医療機関所在地
181 北区 森鼻小児科医院 北区東有野台１丁⽬１５−１
182 北区 やまね小児科 北区藤原台中町１丁⽬２−１３Ｆ
183 北区 済⽣会兵庫県病院 北区藤原台中町5-1-1
184 北区 さだひろこどもクリニック 北区藤原台北町7-6-2
185 北区 細川医院 北区道場町⽇下部1019-1ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ北神⼾
186 北区 恒⽣病院 北区道場町⽇下部1788
187 北区 医療法人 ふくだクリニック 北区道場町⽇下部字才谷1835
188 北区 森尾診療所 北区南五葉1-2-28
189 北区 水川脳神経外科・神経内科 北区南五葉1-3-19-1F
190 北区 杉本クリニック 北区南五葉１丁⽬３番１１号
191 北区 増田医院 北区南五葉１丁⽬６‐１４
192 北区 高⽊内科循環器科クリニック 北区南五葉2-1-33
193 北区 ⻑田眼科 北区南五葉2-1-39
194 北区 田中こどもクリニック 北区⽇の峰2-3-1神⼾北町センタービル4F
195 北区 神⼾アドベンチスト病院 北区有野台8-4-1
196 北区 石岡整形外科 北区有野町有野922-1
197 北区 三崎皮フ科 北区有野町有野字福谷口３３９２−６
198 北区 芦田内科 北区有野町有野秋末１２４０−２
199 北区 入江医院 北区緑町2-1-20
200 北区 宇津医院 北区緑町６丁⽬９−２１
201 北区 三田寺杣泌尿器科医院 北区鈴蘭台⻄町１丁⽬２７−２
202 北区 医・社）顕修会松森病院 北区鈴蘭台⻄町２−２１−５
203 北区 ちもり医院 北区鈴蘭台⻄町４−９−４３
204 北区 こば消化器・乳腺クリニック 北区鈴蘭台東町１−１０−１
205 北区 吉野医院 北区鈴蘭台東町1-9-1
206 北区 うすく小児科クリニック 北区鈴蘭台東町4-4-9
207 北区 まつだクリニック 北区鈴蘭台南町５−２−２２
208 北区 高原耳鼻咽喉科 北区鈴蘭台北町１−１０−２鈴蘭台プラザ２階
209 北区 横山診療所 北区鈴蘭台北町1-4-10
210 ⻑田区 神⼾市立医療センター⻄市⺠病院 ⻑田区一番町2-4
211 ⻑田区 適寿リハビリテーション病院 ⻑田区花山町２丁⽬１１―３２
212 ⻑田区 神⼾市総合療育センター診療所 ⻑田区丸山町2-3-50
213 ⻑田区 神⼾医療⽣活協同組合神⼾協同病院 ⻑田区久保町２丁⽬４−７
214 ⻑田区 のせ小児科クリニック ⻑田区四番町7-27ワコーレ⻑田綜合ビル2階
215 ⻑田区 野瀬小児科 ⻑田区四番町７丁⽬１⻑田総合ビル１階
216 ⻑田区 神⼾医療⽣活協同組合いたやどクリニック ⻑田区庄山町1ｰ9ｰ12
217 ⻑田区 神⼾医療⽣活協同組合 いたやどクリニック ⻑田区庄山町１丁⽬９−１２
218 ⻑田区 山本 クリニック ⻑田区松野通2-2-34-3
219 ⻑田区 カネモリ眼科形成外科クリニック ⻑田区松野通2-2-34第一興陽ビル2F
220 ⻑田区 ひらせアレルギー･こどもクリニック ⻑田区神楽町5-3-4
221 ⻑田区 つばめクリニック ⻑田区水笠通3-5-11H・Kマンション702号
222 ⻑田区 小髙内科医院 ⻑田区⻄代通1-1-5
223 ⻑田区 つかさ内科クリニック ⻑田区⼤橋町7-2-1-101
224 ⻑田区 ⽑利眼科・⻄神⼾クリニック ⻑田区⼤塚町1-8-11プレノ⻑田1F
225 ⻑田区 志水医院 ⻑田区東尻池町３−４−１６
226 ⻑田区 公文病院 ⻑田区梅ケ香町１ー１２ー７
227 ⻑田区 ⿂本耳鼻咽喉科 ⻑田区平和台町２丁⽬１番２５号
228 ⻑田区 神⼾朝⽇病院 ⻑田区房王寺町3-5-25
229 ⻑田区 関医院 ⻑田区房王寺町７−１２−９
230 ⻑田区 末永クリニック ⻑田区腕塚町4-2-1
231 ⻑田区 仁⽊医院 ⻑田区⼤橋町6-1-1アスタプラザウエスト202
232 須磨区 新須磨病院 須磨区⾐掛町３−１−１４
233 須磨区 わだ小児科クリニック 須磨区横尾1-17-201
234 須磨区 武田耳鼻咽喉科 須磨区横尾1-17-202
235 須磨区 いでい眼科医院 須磨区横尾1-17-204
236 須磨区 あらき医院 須磨区横尾2-11-9
237 須磨区 ⻑谷川医院 須磨区月見山本町1-5-34
238 須磨区 小野クリニック 須磨区須磨寺町2-7-5
239 須磨区 羽渓医院 須磨区高倉台8-1-30
240 須磨区 梅田診療所 須磨区神の谷2-15-2
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No 区 医療機関名称 医療機関所在地
241 須磨区 にしむら耳鼻咽喉科 須磨区須磨浦通４丁⽬７番１１号
242 須磨区 ながお内科クリニック 須磨区菅の台3-13-3
243 須磨区 独）国立病院機構 神⼾医療センター 須磨区⻄落合3-1-1
244 須磨区 三上医院 須磨区前池町1-1-10
245 須磨区 建石医院 須磨区前池町１丁⽬４
246 須磨区 梶川眼科医院 須磨区前池町3-4-1
247 須磨区 友岡泌尿器科医院 須磨区前池町3-4-1
248 須磨区 芦名耳鼻咽喉科医院 須磨区⼤⿊町2丁⽬1-11ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ3階
249 須磨区 松井整形外科クリニック 須磨区⼤池町5-16-8-202
250 須磨区 高橋病院 須磨区⼤池町5-18-1
251 須磨区 矢谷内科循環器科 須磨区⼤池町5丁⽬16-4-201
252 須磨区 石川リハビリ脳神経外科クリニック 須磨区⼤田町2-3-7
253 須磨区 明芳外科医院 須磨区⼤田町６丁⽬１−３
254 須磨区 しみず皮フ科 須磨区中落合2-2-5名谷センタービル3F
255 須磨区 古閑耳鼻咽喉科医院 須磨区中落合２−２−５名谷センタービル３Ｆ
256 須磨区 ふじわら内科クリニック 須磨区南町2-5-29
257 須磨区 寺下診療所 須磨区白川台６丁⽬１７−６
258 須磨区 ご小児科 須磨区白川台６丁⽬１９−９
259 須磨区 渡辺クリニック 須磨区北町1-2-6
260 須磨区 てい小児科 須磨区北落合3-28-3
261 須磨区 松尾小児科 須磨区北落合5-3-31
262 須磨区 尾原病院 須磨区妙法寺字荒打308-1
263 須磨区 林山クリニック 須磨区妙法寺字藪中1242
264 須磨区 神⼾⾚⼗字病院附属須磨診療所 須磨区妙法寺菅之池６８４―１
265 須磨区 新須磨リハビリテーション病院 須磨区友が丘7-1-31
266 須磨区 ⼤石医院 須磨区月見山本町1-5-15
267 垂水区 はら小児科 垂水区東垂水町菅ノ口６５０番の２
268 垂水区 山本クリニック 垂水区上高丸1丁⽬7-52ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ垂水104号
269 垂水区 深水内科医院 垂水区多聞台4-14-8
270 垂水区 藤井内科クリニック 垂水区つつじが丘4-8-1
271 垂水区 前田整形外科 垂水区つつじが丘4-8-1つつじヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内
272 垂水区 国井こども診療所 垂水区旭が丘1-7-1
273 垂水区 おひさまクリニック 垂水区旭が丘1-9-60
274 垂水区 でぐち内科クリニック 垂水区霞ケ丘7-4-17
275 垂水区 安⽊眼科 垂水区霞ケ丘7-8-22
276 垂水区 神⼾掖済会病院 垂水区学が丘１−２１−１
277 垂水区 井口小児科内科医院 垂水区学が丘4-15-8
278 垂水区 たかのこどもクリニック 垂水区学が丘7-1-30
279 垂水区 はなだこどもクリニック 垂水区五色山２丁⽬５番１８号１Ｆ
280 垂水区 山崎医院 垂水区高丸１−２−４
281 垂水区 近藤内科医院 垂水区高丸7-7-24
282 垂水区 神⼾市⻄部療育センター診療所 垂水区高丸8-11-142階
283 垂水区 新国内科医院 垂水区小束山本町2-10-26
284 垂水区 医・社）新国内科医院 垂水区小束山本町２丁⽬１０−２６
285 垂水区 なかたに皮ふ科クリニック 垂水区小束山本町3-2-28
286 垂水区 てい小児科クリニック 垂水区小束山本町3-2-28
287 垂水区 神⼾徳洲会病院 垂水区上高丸1-3-10
288 垂水区 内山クリニック 垂水区城が山1-14-13-1
289 垂水区 たちばな眼科 垂水区神陵台2-3-15
290 垂水区 中嶋医院 垂水区星が丘2-6-10
291 垂水区 やまもと小児科クリニック 垂水区星陵台5-11-7-201
292 垂水区 佐野病院 垂水区清水が丘２丁⽬５番１号
293 垂水区 いのうえ眼科 垂水区⻄舞子2-14-11
294 垂水区 にしかげ内科クリニック 垂水区千鳥が丘3-19-9
295 垂水区 野村小児科医院 垂水区多聞台２丁⽬２番８号
296 垂水区 髙橋医院 垂水区天ノ下町1-1-175
297 垂水区 医療法人社団 池垣クリニック 垂水区天ノ下町１１番７号
298 垂水区 星島整形外科・リハビリテーション 垂水区天ノ下町5-3
299 垂水区 星島眼科医院 垂水区天ノ下町5-3
300 垂水区 眼科中橋クリニック 垂水区東垂水町字菅ノ口634-1
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No 区 医療機関名称 医療機関所在地
301 垂水区 なかむらクリニック 垂水区桃山台2-9-5
302 垂水区 ⿊田医院 垂水区⽇向1レバンテ1番館2階
303 垂水区 おぎのこどもクリニック 垂水区⽇向2-1-29⽇向ビル2F
304 垂水区 ⼤澤病院 垂水区美山台３丁⽬１８番１２号
305 垂水区 秋山医院 垂水区舞子台2-9-30-102
306 垂水区 ⻑谷川整形外科 垂水区舞子台6-10-13
307 垂水区 舞子台病院 垂水区舞子台7-2-1
308 垂水区 藤原内科・循環器科 垂水区舞子台8-7-5
309 垂水区 辻医院 垂水区舞多聞⻄6-1-1舞多聞100年の杜メディカルモール1F
310 垂水区 橋本内科クリニック 【医科】 垂水区舞多聞東３丁⽬２番１４号
311 垂水区 糖尿病・腎透析 にしかげクリニックアネクッス 垂水区福田三丁⽬３番１１号
312 垂水区 髙橋泌尿器科 垂水区平磯4-5-6山治ビル2F
313 垂水区 かずおか小児科 垂水区本多聞1-19-22
314 垂水区 まがき医院 垂水区野田通7-9
315 垂水区 北瀬循環器科内科 垂水区陸ノ町1-2-2Ｆ
316 垂水区 藤原医院 垂水区学が丘1-19-23
317 ⻄区 さの小児科クリニック ⻄区小山３丁⽬４−２０
318 ⻄区 はしだ小児科 ⻄区伊川谷町有瀬池林709-12F
319 ⻄区 向原クリニック ⻄区⼤津和1-7-8west2000-302
320 ⻄区 山本内科医院 ⻄区枝吉3-82
321 ⻄区 こうの眼科 ⻄区伊川谷町潤和1420-1
322 ⻄区 しげやま内科クリニック ⻄区伊川谷町有瀬1052-1
323 ⻄区 松岡眼科医院 ⻄区井吹台東町1-1-1⻄神南センタービル3F
324 ⻄区 三宅内科クリニック ⻄区井吹台東町1-1-1⻄神南ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3階
325 ⻄区 なでしこレディースポスピタル ⻄区井吹台東町2-13
326 ⻄区 いしいこどもクリニック ⻄区井吹台北町2-17-13
327 ⻄区 協和病院 ⻄区押部谷町栄１９１−１
328 ⻄区 原クリニック ⻄区王塚台５丁⽬２番
329 ⻄区 糖尿病内科かいせいクリニック ⻄区王塚台7-78
330 ⻄区 糖尿病内科まつだクリニック ⻄区王塚台７丁⽬７８番地
331 ⻄区 ハーモニーレディースクリニック ⻄区学園⻄町５丁⽬２番地の５
332 ⻄区 森川小児科 ⻄区学園⻄町7-2-4
333 ⻄区 山⻄内科 ⻄区学園東町３丁⽬２−５
334 ⻄区 田中整形外科 ⻄区⽟津町高津橋字岡３９４−１３９号
335 ⻄区 山崎眼科クリニック ⻄区桜が丘中町1-1-10
336 ⻄区 みどり病院 ⻄区枝吉1-16
337 ⻄区 藤原医院 ⻄区糀台4-7-4
338 ⻄区 偕⽣病院 ⻄区持子３−２−２
339 ⻄区 原眼科医院 ⻄区狩場台3丁⽬9-6
340 ⻄区 つねみ医院 ⻄区秋葉台2-1-222
341 ⻄区 志賀医院 ⻄区秋葉台２丁⽬８−１
342 ⻄区 兵庫県立リハビリテーション中央病院 ⻄区曙町1070
343 ⻄区 ⽣協なでしこ ⻄区前開南町1-2-25
344 ⻄区 そうまこどもクリニック ⻄区前開南町1-4-4
345 ⻄区 いでクリニック ⻄区前開南町2-14-7
346 ⻄区 山本眼科医院 ⻄区⼤沢1-4-10
347 ⻄区 兵庫県立のじぎく療育センター ⻄区北山台⼆丁⽬５６６―３６１
348 ⻄区 佐野伊川谷病院 ⻄区池上2ｰ20ｰ1
349 ⻄区 こみなみ小児科 ⻄区池上４丁⽬１３番１５
350 ⻄区 医・社）岡村医院 ⻄区竹の台２丁⽬１８番地−４
351 ⻄区 竹の台往診クリニック ⻄区竹の台5-1-51
352 ⻄区 こばやし小児科･脳神経外科クリニック ⻄区白水3-1-15
353 ⻄区 相川眼科 ⻄区白水3-1-8
354 ⻄区 三宅内科医院 ⻄区櫨谷町⻑谷214-2
355 ⻄区 広野高原病院 ⻄区北山台３丁⽬１番１号
356 ⻄区 医療法人社団 藤原医院 ⻄区糀台４丁⽬７番地の４
357 ⻄区 いしだクリニック ⻄区糀台5-5-2
358 ⻄区 ゆたかこどもクリニック ⻄区糀台5-6-3⻄神オリエンタルホテル2F
359 ⻄区 神⼾市立⻄神⼾医療センター ⻄区糀台5-7-1
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