
医療機関名 開設者 主な診療科 所在地

1 ＪＵＮレディースクリニック 村田　純江 産科
尼崎市潮江１－３－３５
クロスウォーク３Ｆ

2 医療法人社団　あいだクリニック 會田　道夫 小児科 尼崎市南武庫之荘2-22-12

3 アイワ病院 桂　路易子 内・消内・消外・循・外・こう外・麻 尼崎市東園田町４－１０１－４

4 あい眼科クリニック 文　順永 眼科
尼崎市七松町２－４－１
アベニュー立花１Ｆ

5 アネモネこどもクリニック 横井　俊明 小児科 伊丹市鴻池6-9-25

6 尼崎医療生活共同組合　ナニワ診療所 田原　正夫 内科 尼崎市神田中通９－２９１

7 あらいクリニック 新井　啓之 心療内科･精神科
尼崎市昭和南通４－６８－３
セントラルパークビル２Ｆ

8 あらい内科医院 荒井　六郎 内 尼崎市南塚口町１－１２－２３

9 いまきたファミリークリニック 今北　正道 内・外・訪問診療 尼崎市東難波町３－１０－２０

10 医療法人　幸樹会　村松医院 医療法人 訪問診療 西宮市上葭原町５－２２

11 医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 医療法人 内・リハ・脳 宝塚市鶴の荘２２－２

12 医療法人　高クリニック 医療法人 内・小児・リハ 尼崎市杭瀬北新町２－３－１３

13 医療法人　泰志会　島田クリニック 医療法人 内科･循 尼崎市武庫川町２－４３

14 医療法人愛光会井上内科クリニック 医療法人 内 尼崎市浜３－１－３６

15 医療法人敬生会フジモト眼科 医療法人 眼科 大阪府大阪市東住吉区湯里1-3-22

16 医療法人社団　こんどう整形外科 医療法人社団 整形 尼崎市杭瀬南新町１－１－２３

17 医療法人社団　さわだ整形外科 医療法人社団 整形・リウマチ・リハ
尼崎市塚口町1-12-8
青山塚口ビル2F

18 医療法人社団　正名会　池田病院 医療法人社団 糖内 尼崎市塚口町１－１８の５

19 医療法人社団　輝会　北村クリニック 医療法人社団 外・整・肛門・胃内 尼崎市塚口町６－２０－１３

20 医療法人社団　まごのクリニック 医療法人社団 内科･呼吸器内科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科･ﾘﾊ 尼崎市猪名寺２－１５－３０

21 医療法人社団　真裕会　宮本内科 医療法人社団 内科 尼崎市神田北通６－１６４

22 医療法人社団　よしだ整形外科 医療法人社団 整形外科･リウマチ科･スポーツ整 伊丹市池尻１－２０２－２

23 医療法人社団　伊藤眼科医院　　 医療法人社団 眼科 尼崎市東園田町４－９６－８

24 医療法人社団　岡林クリニック 医療法人社団 内科･小児科 川西市美山台３－３－２

25 医療法人社団　亀井整形外科医院 医療法人社団 整 尼崎市塚口町６－４３－１

26 医療法人社団　原田泌尿器科クリニック 医療法人社団 泌尿器 尼崎市七松町２－６－１

27 医療法人社団　高田循環器内科 医療法人社団 循環器
尼崎市南塚口町３－１－２１
塚口コーポラティブハウス１階

28 医療法人社団　山下眼科 医療法人社団 眼科 尼崎市大庄北４－１９－１７

29 医療法人社団　山城診療所山城小児科医院 医療法人社団 小児科・アレルギー 尼崎市塚口町1-10-16

30 医療法人社団　謝花医院 医療法人社団 小児 尼崎市長洲東通３－１－３１

31 医療法人社団　徐クリニック 医療法人社団 不妊治療 西宮市松籟荘10-25

32 医療法人社団　新名診療所 医療法人社団 内科　精神･循 尼崎市東園田町６－１１９－１４

33 医療法人社団　西川整形外科リハビリクリニック 医療法人社団 整形外科・リウマチ科･リハ 尼崎市武庫之荘本町１－２－１

34 医療法人社団　節家循環器科クリニック 医療法人社団 内・循環器 尼崎市南塚口町１－６－２

35 医療法人社団　浅野クリニック 医療法人社団 内・胃腸 尼崎市杭瀬本町１－２７－２１

36 医療法人社団　中川診療所 医療法人社団 内・小児 尼崎市大庄北３－５－１

37 医療法人社団　渡部眼科 医療法人社団 眼科 尼崎市潮江１－３－１

38 医療法人社団　南川クリニック内科 医療法人社団 内科,小児科,胃腸科,放射線科 尼崎市塚口本町２－２０－１

39 医療法人社団　毛利眼科 医療法人社団 眼科 尼崎市長洲東通１－９－３２



40 医療法人社団　矢野外科胃腸科医院 医療法人社団 外科・胃腸内科・リハ・内科 尼崎市東園田町４－１４４－１２

41 医療法人社団快癒会　おぐらクリニック 医療法人社団 内科･神経内科･外科 尼崎市常吉１－２－８

42 医療法人社団快癒会　山田クリニック 医療法人社団 内科･外科･神経内科･ﾘﾊ
尼崎市久々知西町２－４－２２－１０
２

43 医療法人社団三圭会　中川医院 医療法人社団 内・呼・消・循 尼崎市東園田町３－１５－４

44
医療法人社団ｻﾝﾀｸﾙｽﾁｬｲﾙﾄﾞ
＆ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ ｻﾝﾀｸﾙｽｻﾞ ｼｭｸｶﾞﾜ

医療法人社団 産科・婦人科 西宮市相生町8-18

45 医療法人晴風園伊丹今井病院 医療法人 内科･外科・呼内･整形 伊丹市鋳物師５－７９

46 医療法人豊繁会　近藤病院 医療法人
内・循内・消内・外・整・脳・形・美・ﾘ
ｳ・眼・ﾘﾊ・放・小

尼崎市昭和通４－１１４

47 医療法人南谷継風会南谷クリニック伊丹 医療法人 内・小児・整・リハ・皮 伊丹市南本町7-1-15

48 医療法人渡辺医学会　桜橋渡辺病院 医療法人 循環器内科･心臓血管外科 大阪市北区梅田２－４－３２

49 医療法人　　明和病院 医療法人

小・内・循内・外・消外・整・ﾘﾊ・皮・
形・泌・産婦・耳・眼・放・麻・救・病・
歯・歯外・消内・血内・糖内内・腎内・
乳内外・ペ外・臨・漢内・人内

西宮市上鳴尾町４－３１

50 おおくまクリニック 柏原尚之 内・外・整形・リハ 尼崎市杭瀬北新町２－１－１８

51 おぎの耳鼻咽喉科 荻野　公平 耳鼻咽喉 尼崎市南塚口町２－１７－１２

52 おじま眼科クリニック 尾島　知成 眼科
神戸市垂水区日向2-1-4
垂水駅前ゴールドビル3F

53 かぎた医院 鍵田　篤志 内科･消化器内科･小児科･ﾘﾊ 尼崎市西立花町２－９－２

54 かつた眼科クリニック 勝田　英人 眼科
尼崎市西大物町１２－４１
アマゴッタ５階

55 かとう内科眼科クリニック 加藤　玲明 眼科･内科 宝塚市中山桜台２－２－１－２Ｆ

56 かもいクリニック 鴨井　隆一 内科･胃腸内科 尼崎市西難波町３－２３－８

57 かわたクリニック 河田　恭孝 形成外・皮・耳 宝塚市平井１－４－１８

58 きたいクリニック 北井　公二 内・循環器・呼吸器
尼崎市上坂部３－１１－１
フレアージュ塚口１階

59 きたまちクリニック 清野　貴子 内科・小児科・アレルギー 尼崎市富松町4-8-28

60 きだ耳鼻咽喉科 貴田　浩之 耳鼻咽喉科･アレルギー
尼崎市武庫元町１－２４－１２
ニューメゾン武庫１階

61 くさか医院 日下　泰徳 内・外・胃腸 尼崎市東園田町６－１０４－１０

62 久保眼科 久保　昌子 眼科 尼崎市七松町１－２－１－６０１Ａ

63 クリニック肥田 肥田　候一郎 内・脳外科・神経内科 尼崎市南塚口町３－４－２７

64 公益財団法人大阪労働衛生センター第一病院 公益財団法人 内科･消･透析･脳外科･心療内科 大阪市西淀川区御幣島６－２－２

65 こどもクリニックまえの 前野敏也 小児
尼崎市西大物町１２－４１
アマゴッタ４Ｆ

66 こはた医院 木幡　達 内科･循環器科･小児科 尼崎市東難波町３－８－１７

67 さいた眼科 斉田　典夫 眼科
西宮市甲子園六番町１８－１６
甲子園クリニックセンター

68 さかもと小児科アレルギー科 阪本　好弘 小児・アレルギー 伊丹市伊丹1-6-2丹兵ﾋﾞﾙ1F

69 さくら内科クリニック 大野　允・塚本哲也 内科･呼吸器内科･循環器科
尼崎市西難波町１－１１－１０
レファインド西難波Ⅱ

70 しおたクリニック 潮田　昌之 内・小児 尼崎市杭瀬南新町４－１－２８

71 じくはら医院 竺原　俊光 内科･消化器科･循環器科･小児科 大阪市西淀川区佃３－７－３２

72 しのざき医院 篠崎　輝男 内科･婦人科 尼崎市西難波町３－２９－１０

73 医療法人しもがき泌尿器科クリニック 医療法人 泌尿器
大阪市淀川区塚本２－２４－２０
ＴＯコート塚本１Ｆ

74 社会医療法人きつこう会　多根記念眼科病院 社会医療法人 眼科 大阪府大阪市西区境川1-1-39

75 じょうざき内科クリニック 城崎　潔 内・呼吸器
尼崎市宮内町２－７６
サン・シャイン１０１

76 たかやま整形外科 高山　正文 整 大阪市西淀川区姫里１－１４－１

77 たき眼科 滝　純 眼科 西宮市松籟荘11-9ＢＪビル1F

78 たちばな眼科 立花　明子 眼科
尼崎市東園田町９－１５－１１
ライラック園田１Ｆ



79 たなかクリニック 田中　勝哲 内科･小児科･麻酔科
尼崎市東難波町１－１－１
立花グリーンハイツ６号１０１

80 たのうえこどもクリニック 田上　久樹 小児科
兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1
イオンモール猪名川3F

81 つじもと整形外科リウマチリハビリテーション 辻本　和雄 整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 尼崎市長洲本通３－１－１

82 てらだ内科クリニック 寺田　誠 内科･消化器科 尼崎市潮江１－４－２－２０２

83 特定医療法人中央会尼崎中央病院 医療法人

内・外・整・眼・耳・皮・ﾘﾊ・形・泌・婦・
脳・放・麻・神内・歯・歯外・消内・循
内・血内・呼内・糖内・消外・こう外・
乳外・ﾘｳ・心外・病

尼崎市潮江１－１２－１

84 とみた脳神経クリニック 冨田　洋司 脳神経外科･神経内科･放射線科
尼崎市武庫之荘１－１８－５
武庫之荘メディカルキューブ１階

85 なかのクリニック 中野　爲夫 内科･循環器内科 尼崎市塚口町２－２９－１

86 ながふじ小児科クリニック 長藤　洋 小児科 宝塚市中筋5-10-23駅前壱番館102

87 なりた医院 成田　克浩 内・胃腸・消化器 尼崎市若王寺２－４－１０

88 にしかわクリニック 西川　秀文 乳腺
尼崎市西大物町１２－４１
アマゴッタ４Ｆ　アマゴッタ医療セン
ター

89 にしがわ内科クリニック 西側　昌孝 内 尼崎市東大物町２－６－５

90 にしむら眼科 山口　泰孝 眼科
神戸市西区糀台5-6-3
神戸西神オリエンタルホテル1F

91 にしむら眼科・皮フ科ｸﾘﾆｯｸ 西村　雅史 眼科・皮膚
尼崎市南塚口町2-40-21
グランシャリオSOUTH 1F

92 のざわ耳鼻咽喉科 野澤　眞司 耳鼻科 尼崎市上坂部３－１１－１

93 はしもとクリニック 橋本　晃 内科・消化器 尼崎市塚口町1-15-4三木ビル2F

94 はせがわ小児科医院 長谷川　英夫 小児科 尼崎市東園田町5-44-1ウエスト高木

95 はまだクリニック 濱田　信一 内・循環器科・人工透析 尼崎市東園田町９－４－３０

96 浜見泌尿器科 濱見　學 泌尿器科 尼崎市長洲本通１－３－２１

97 はやし皮フ科クリニック 林　一弘 皮膚科
尼崎市西大物町１２－４１
アマゴッタ医療センター

98 はらクリニック 原　秀憲 内科･神経内科･ﾘﾊ
尼崎市東難波町５－７－２０
アドニス東難波１階

99 はら内科クリニック 原　秀樹 内科･呼吸器内科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科
尼崎市塚口町１－２－２　河村ビル３
Ｆ

100 阪神医療生活協同組合　第三診療所 澤井　一智 内科 尼崎市食満７－７－１１

101 ひだこどもクリニック 肥田　崇子 小児科 西宮市甲子園浦風町7-9

102 ひまわり医療生活協同組合　田島診療所 三橋　徹 整･内科･精神科 尼崎市西立花町２－１４－８

103 ふるかわ眼科 古川　晶子 眼科 宝塚市小林2-8-11-101

104 ほりお眼科内科 堀尾　俊治 眼科･内科･循 尼崎市常光寺３－１０－１０

105 みなみ眼科 南　洋一 眼科 宝塚市小浜５－１－２８

106 みもと内科クリニック 味元　秀樹 内・消化器
尼崎市塚口本町４－８－１
つかしん内モール西　Ｍ－１８１

107 みやわき眼科 宮脇　貴也 眼科 尼崎市下坂部２－２４－１３

108 やまなか腎泌尿器科クリニック 山中　和樹 泌尿器科
尼崎市武庫之荘１－１８－５
武庫之荘メディカルキューブ２Ｆ

109 ゆたかクリニック 松島　豊 整形・往診 尼崎市立花町１－５－１５

110
レディース＆マタニティクリニック
サンタクルス　ザタカラヅカ

藤田　一之 産科・婦人科 宝塚市武庫川町６－２２

111 わかくさ診療所 安水　清 内科･呼吸器内科 尼崎市西川２－３４－５

112 わたなべクリニック 渡辺　一弘 内・外・消化器・リハ 尼崎市南武庫之荘１－１８－１－101

113 わたや整形外科 綿谷　茂樹 整形・皮 尼崎市南塚口町７－４－１２

114 わだ脳神経外科クリニック 和田　太郎 脳神経外科･脳神経内科
尼崎市長洲本通１－１０－１
アテーナ２１　１Ｆ

115 安井眼科 安井　紫都子 眼
宝塚市川面5-10-35
エヌ・ワイビル3F

116 安井内科クリニック 安井　隆之 内科･循環器科･ﾘﾊ･神経内科 伊丹市北本町１－１５４



117 安室泌尿器科 安室　朝三 泌尿器 尼崎市御園町５

118 安田皮フ科 安田　賢郎 皮膚科
尼崎市東難波町５－７－２０
アドニス東難波２階

119 安藤クリニック 安藤　史隆 内科･循環器科･外科･心臓血管外科
尼崎市武庫之荘１－２－１５
ハイステージ武庫之荘１０１

120 伊丹中央眼科 二宮　さゆり 眼科 伊丹市中央1-5-1

121 伊東くりにっく　尼崎院 森本　訓行 内・整・形成 尼崎市神田北通６－１６８－４－２Ｆ

122 伊藤産婦人科医院 伊藤　進一 産科・婦人科 尼崎市南塚口町1-7-5

123 医療法人　尚和会　宝塚第一病院 医療法人

小・小外・内・呼内・循内・外・整・ﾘﾊ・
脳・泌・こう外・皮・形・ﾘｳ・ｱﾚ・眼・放・
麻・美・神内・消内・糖内・腎内・消
外・乳甲外・ぺ外・脊椎髄外

宝塚市向月町１９－５

124 医療法人社団　兼誠会　杉安病院 医療法人社団 内・整・ﾘﾊ・泌・放・外・皮 尼崎市尾浜町２－２６－１３

125 医療法人郁芳会青木診療所 医療法人 外・整形 尼崎市大庄北４－１２－１０

126 医療法人岡田病院 医療法人
内・外・整・ﾘﾊ・皮・放･呼内・消外
消内･こう外

尼崎市西難波町４－５－１８

127 医療法人喜望会谷向病院 医療法人 内科･呼吸器Ｉ科･外科・結核 西宮市今津水波町６－３０

128 医療法人協和会協和マリナホスピタル 医療法人 内科・外科・整形外科・緩和 西宮市西宮浜４－１５－１

129 医療法人社団　智聖会　安藤病院 医療法人社団
内・胃内・胃外・外・整・ﾘﾊ・脳・皮・
放・歯・歯外・眼・泌・こう外・消外・麻

尼崎市東難波町５－１９－１６

130 医療法人社団　武部整形外科リハビリテーション 医療法人社団 整形・リウマチ・リハ 尼崎市浜田町５－２８

131 医療法人社団　作道診療所 医療法人社団 外・整 尼崎市久々知西町２－２－７

132 医療法人社団　小川医院 医療法人社団 美容外科 尼崎市道意町４－４０－３

133 医療法人社団　斐庵会鷲田病院 医療法人社団 内・胃・放 尼崎市三反田町２－１６－１８

134 医療法人社団　美雄会細川内科医院 医療法人社団 内 尼崎市東園田町９－１８－１９

135 医療法人社団裕和会　長尾クリニック 医療法人社団 内・消化器・循環器・リハ 尼崎市昭和通７－２４２

136 医療法人社団　立花内科産婦人科医院 医療法人 循環器科･内科 尼崎市立花町４－３－２２

137 医療法人　純徳会 田中病院 医療法人 内・外・整・ﾘﾊ・皮・放 尼崎市武庫川町２－２

138 医療法人　南谷継風会南谷クリニック伊丹 医療法人 内科･小児科･整形外科･皮膚科･ﾘﾊ 伊丹市南本町７－１－１５

139 医療法人尼崎厚生会　立花病院 医療法人 内科･外科・整形 尼崎市立花町４－３－１８

140 医療法人博悠会　なとりクリニック 医療法人 訪問診療 大阪市西淀川区大野２－１－２９

141 医療法人博悠会　名取病院 医療法人 内・外・診療内・皮・歯・リハ 大阪市西淀川区大野２－１－３２

142 医療法人 北野クリニック 医療法人 内・外・脳神経・・泌・リハ 大阪市西淀川区出来島１－４－１８

143 医療法人緑清会樋口胃腸病院 医療法人 消化器内科･消化器外科･放射線科 尼崎市昭和通１－１７－６

144 医療法人朗源会大隈病院 医療法人
内・消内・外・泌・整・ﾘﾊ・こう外・循
内・放・麻・消外・呼内・心外・糖内・
乳外

尼崎市杭瀬本町２－１７－１３

145 井上内科循環器科医院 井上　正博 内・循 尼崎市富松町２－２３－１２

146 井上皮膚科 井上　陽子 皮 尼崎市潮江１－１５－２Ａ３棟１３７

147 一番ヶ瀬医院 一番ヶ瀬　順 内・循・小児 尼崎市上ノ島町3-26-5

148 永瀬小児科内科 永瀬　伸一 内･小児科 西宮市甲子園口３－２７－１７

149 塩山心療内科 塩山　晃彦 精神・神内・心療 尼崎市七松町１－２－１－６０１Ｅ

150 横山眼科 横山健二郎 眼科 宝塚市中山寺１－１４－１４

151 夏秋医院 夏秋　恵 内・外・皮・放 尼崎市南塚口町1-11-9

152 医療法人社団　貝塚クリニック 医療法人社団 整形・外・胃腸 尼崎市立花町１－１４－８

153 垣内小児科クリニック 垣内　敏孝 小児科 尼崎市三反田町2-20-5

154 眼科・皮フ科横谷クリニック 横谷　健治 眼・皮 尼崎市大庄西町２－２２－３０－１０７

155 眼科クリニック田岡 田岡　信明 眼科
尼崎市塚口本町４－８－１
Ｍ－１３２－１



156 医療法人　朗源会　岩﨑クリニック 医療法人 泌尿器 尼崎市杭瀬北新町３－２－２３

157 医療法人社団　吉田整形外科　　　　　　　　　 医療法人社団 整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊ･外科
尼崎市武庫之荘１－５－７
三杉ビル２・３Ｆ

158 吉良整形外科医院 吉良　貞伸 整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊ 尼崎市杭瀬北新町１－１０－２

159 久保医院 久保　仁邦 内・外･胃 尼崎市東園田町５－７－７

160 宮井胃腸科内科 宮井　満久 胃腸内科･内科 尼崎市神田南通３－７５

161 宮本レディースクリニック 宮本博之 産婦人科 西宮市樋之池町５－２２

162 近江クリニック 近江　伸和 内・胃腸・循環器内科 尼崎市栗山町２－２－６

163 金井整形外科 金井　秀彰 外科･整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊ 大阪市西淀川区姫島６－１－１９

164 栗原医院 栗原　稔 内科･外科・胃腸内科・リハ 尼崎市東園田町５－１１８－１－１０２

165 桂クリニック 桂　康博 外・整形・胃腸 尼崎市西難波町５－６－２２

166 堅田医院 田中　尚子 内・小児・アレルギー 尼崎市神田南通４－１０３

167 古賀小児科 古賀　亮一 小児科 尼崎市武庫之荘7-1-25

168 戸田医院 戸田　隆 内・外・整・緩和 尼崎市南塚口町7-25-3

169 医療法人社団　三輝会　後藤医院 医療法人社団 内・胃・循・小児 尼崎市南清水３７－３５

170 後藤眼科皮ふ科クリニック 後藤　昌久 眼・皮 尼崎市元浜町２－２２－１

171 医療法人社団　幸田医院 幸田　正明 内科 尼崎市南竹谷町１－１１

172 恒光医院 恒光　昌彦 内・小児・循 尼崎市稲葉荘１－３－１１

173 江崎医院 江崎　弘彦 内・リハ 尼崎市東園田町９－１－１３

174 医療法人社団　高橋クリニック 医療法人社団 内・消
尼崎市田能3-1-40
レーベンハイム1F

175 高橋内科 高橋　洋二 内 尼崎市杭瀬本町１－９－２１

176 高田泌尿器科 高田　健一 泌尿器 尼崎市大物町２－２－１

177 合志病院 合志　明彦
内・消内・消外・外・整・ﾘﾊ・脳・ﾘｳ・こ
う外・放・麻

尼崎市長洲西通１－８－２０

178 黒瀬医院 黒瀬　襄 小児科 尼崎市口田中2-1-32

179 黒田クリニック 黒田　佳冶 内･消化器内科 尼崎市昭和通２－６－３０

180 阪神医療生活共同組合阪神医生協診療所 藤野　隆興 内科 尼崎市長洲本通１－１６－１７

181 阪神北広域こども急病ｾﾝﾀｰ 山崎　武美 小児 伊丹市昆陽池2-10

182 笹生病院 笹生　幹夫
内・外・整・ﾘﾊ・脳・こう外・消外・消
内・循内・呼内・呼外・心外・形・泌・
放・麻

西宮市弓場町５－３７

183 笹部内科クリニック 笹部　真人 内･消･神経内 尼崎市富松町１－２９－１８

184 三宅医院 三宅　淳史 内・消化器・呼 尼崎市食満５－１４－１

185 山口クリニック 山口　巌 内科･ﾘﾊ 尼崎市神田南通５－１２６

186 山崎こどもクリニック 山崎　剛 小児 伊丹市千僧6-103-7

187 山中クリニック 山中　定二 内・消・外・リハ 尼崎市三反田町３－６－２３

188 山田クリニック 山田　育壽子 内科･胃腸科･外科･皮膚科 尼崎市武庫之荘東１－２３－８

189 山田皮フ科 山田　至彦 皮膚科 尼崎市立花町１－９－２２

190 産科・婦人科衣笠ｸﾘﾆｯｸ 衣笠　隆之 産科・婦人科 尼崎市若王寺2-15-5

191 市立芦屋病院 芦屋市
内・外・整・小児・産婦人・循環器・血
液

芦屋市朝日ケ丘町39-1

192 市立川西病院 川西市 内・外・整・小・産・泌・眼・耳 川西市東畦野５－２１－１

193 循環器科・内科上原クリニック 上原　哲史 内・循環器 尼崎市長洲本通１－１０－１８

194 勝谷医院 勝谷　友宏 内科･小児科 尼崎市七松町２－１７－２１

195 小堀クリニック 小堀　幸太郎 内・整・循環器・リハ 尼崎市立花町１－９－１９



196 小野クリニック 小野　隆男 内科・放射線科
尼崎市東園田町５－１３７
セントラルイレブン１Ｆ

197 小林医院 小林　達郎 内・消化器 尼崎市東難波町５－２－５

198 松下メンタルクリニック 松下　寿能 心療内科･精神科
尼崎市昭和通２－６－３０
尼崎イスティー２階

199 松川医院 松川　義純 内・アレルギー 西宮市馬場町１－２－１０３

200 松田医院 松田　淳 内・胃腸 尼崎市大西町１－１－３０

201 松島整形外科医院 松島　正弘 整形 尼崎市上坂部３－２９－８

202 松本皮膚科 松本　玲子 皮膚科 尼崎市武庫之荘東２－１－１４

203 上原口泌尿器科 上原口　弘 泌尿器科 尼崎市塚口町１－２１－２

204 上芝眼科 上芝　伴尚 眼科 尼崎市武庫之荘２－５－６

205 上野医院 上野　透 内･循 尼崎市西川２－２７－１５

206 城内六島クリニック 山本　茂生 内・人工透析 尼崎市北城内８８

207 医療法人社団　新藤クリニック 医療法人社団 内･循･ペインｸﾘﾆｯｸ内科 尼崎市南武庫之荘１－２７－１

208 森医院 森　茂樹 内科 尼崎市宮内町２－３９

209 医療法人社団　深江医院 医療法人社団 内・外・整形・・胃腸 尼崎市七松町1-10-20

210 須山脳神経外科クリニック 須山　徹 脳神経外科 芦屋市精道町７－１

211 医療法人社団　兼誠会杉安クリニック 医療法人社団 内･胃腸内科･消 尼崎市長洲西通１－４－１５

212 杉原小児科内科医院 杉原　加寿子 内・小児 尼崎市南塚口町1-3-20

213 瀬口眼科クリニック 瀬口　道秀 眼科
尼崎市武庫之荘１－１０－１０
エスポアールビル１Ｆ

214 正木診療所 正木　繁 内・皮膚・小児 尼崎市上坂部３－２６－３

215 清田診療所 清田　芳春 外･循 西宮市段上町２－１－１０

216 西原クリニック 西原　弘道 内・消内・外・整・リハ 尼崎市稲葉荘１－８－１７

217 西田こどもクリニック 西田　仁 小児科 西宮市南越木岩町7-5-1F

218 西武庫病院 医療法人
内・外・整・ﾘﾊ・皮・泌・こう・脳・消・
循・放・神内・胃

尼崎市武庫元町２－４－１３

219 青木外科整形外科 青木　康夫 整形・下 尼崎市若王寺１－２－２３

220 前田ファミリークリニック 前田　重人 内･外･胃腸科･胃大腸カメラ 尼崎市立花町１－７－１６

221 村瀬整形外科 村瀬　徹哉 整形
尼崎市東難波町５－３－８
サンコート東難波１階

222 太田眼科クリニック 太田　眞理子 眼科 尼崎市武庫之荘1-20-11

223 太田内科医院 太田　秀行 内･循･消 尼崎市武庫之荘東２－２８－１３

224 大歳医院 大歳　健一 内・消・循・ 小児 伊丹市柏木町2-77

225 大塚整形外科 大塚　誠治 整形
尼崎市塚口町３－２５－１
オークヒルズ塚口１０１

226 大藤診療所 大野　秀規 内・外 尼崎市開明町２－４３

227 大藤第三診療所 小林　知行 内・外 尼崎市浜３－２１

228 大澤整形外科クリニック 大澤　正実 整形 尼崎市塚口町４－４０－３

229 大澤病院 大澤　和弘 内・外・胃腸・整・脳外・眼 神戸市垂水区美山台3-18-12

230 第一診療所 小林　康造 内･循 尼崎市常光寺１－２７－２１

231 第二六島クリニック 中川　大輔 内 尼崎市南武庫之荘３－１－２０

232 滝内医院 瀧内　鳩子 内・小児 尼崎市塚口町１－１４－１

233 谷眼科医院 谷　恵美子 眼科
神戸市灘区森後町3-1-7
嶋田ビル1F

234 谷田整形外科 谷田　泰孝 整形･ﾘﾊ 尼崎市昭和通２－６－３０

235 池田眼科クリニック 池田　裕美 眼科 尼崎市潮江２－３７－１８

236 築地医院 坂本　達彦 内･皮 尼崎市築地３－２－１３



237 中岡クリニック 中岡　大樹 内･糖尿病
大阪市西淀川区大和田４－８－２４
カサグランデ甚田１Ｆ

238 中家クリニック 中家　康博 内・外・脳神経外科 尼崎市猪名寺２－２－１０

239 中山眼科医院 中山　千里 眼科 尼崎市立花町２－９－２０

240 中山内科医院 中山　康弘 内科･呼吸器内科 尼崎市武庫之荘２－３２－１５

241 中村クリニック 中村　俊則 内･ﾘﾊ･放射線か 尼崎市立花町３－１－３

242 中村医院 中村　陽 内科 尼崎市東難波町３－１－３０

243 中島クリニック 中島　章 内科 尼崎市三反田町３－５－１９

244 中馬病院 医療法人 内・外・整・ﾘﾊ・消・放 尼崎市開明町３－２９

245 医療法人社団　中野医院 塩川　美恵子 内・小児 尼崎市南塚口町1-12-6

246 町塚医院 町塚　博文 耳鼻咽喉科 尼崎市東園田町４－１０８－２

247 長洲診療所 山田　優 内・小・皮・放 尼崎市長洲西通２－９－７

248 辻クリニック 辻　重行 内 尼崎市御園町３８

249 辻みみはなのクリニック 辻　智子 耳鼻咽喉科･アレルギー科 西宮市浜町９－２９－１０１

250 天﨑クリニック 天﨑　勝 内･消
尼崎市東難波町５－１６－３０
天崎ビル１階

251 田井内科クリニック 田井　茂 内・循内・消・糖尿
大阪市西淀川区佃３－１９－１１
ルネッサンスクレージュ１Ｆ

252 田中医院 田中　誠 内・循環器 尼崎市長洲本通３－９－２０

253 田中眼科 田中　令子 眼科 尼崎市塚口町4-15-5

254 渡邉眼科医院 渡邊　和子 眼科 尼崎市西長洲町２－３０－２１

255 土田医院 土田　哲雄 内･小児･ﾘｳﾏﾁ科 尼崎市七松町１－３－１－２１１

256 医療法人社団　藤川医院 医療法人社団 内･神経内科･呼･糖尿病 尼崎市大庄北４－１８－６

257 藤本クリニック 藤本　隆敏 内･外･肛門外科 尼崎市若王寺３－２７－２０

258 藤野小児科 藤野　正芳 小児科 尼崎市武庫元町1-26-12

259 徳田こどもクリニック 徳田　正邦 小児科 尼崎市次屋3-6-50

260 内藤クリニック 内藤　成敞 内・外・胃腸・消化器 尼崎市南塚口町1-30-10

261 南川クリニック 南川　義夫 産科・婦人科・新生児科 尼崎市塚口本町2-20-1

262 二宮眼科 杉澤　栄 眼科 伊丹市西台３－９－２５

263 尼崎医療生協病院 島田　真
小・内・呼内・消内・消外・循内・外・
整・ﾘﾊ・脳神外・産婦・皮・泌・こう外・
ｱﾚ・放・心内・精・麻・リウ・糖代内

尼崎市南武庫之荘１２－１６－１

264 萩原眼科クリニック 萩原　正博 眼科･形成外科･美容外科 尼崎市宮内町２－４２

265 白井医院 白井　敏子 内･小児 尼崎市東七松町１－９－１８

266 皮フ科・形成外科かんだクリニック 欠田　良兒 皮･形成外科 尼崎市七松町１－２－１－６０１Ｄ

267 皮膚科美川医院 増田　理恵 皮膚 尼崎市杭瀬本町２－１２－８

268 浜田小児科内科クリニック 濱田　泰 小児科 尼崎市南塚口町２－４－２１

269 浜本クリニック 浜本　順博 内・胃腸 尼崎市尾浜町２－２１－４１

270 武庫之荘ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 小嶋　哲矢 産科・婦人科 尼崎市南武庫之荘3-1-15

271 平原眼科 平原　將好 眼科
尼崎市武庫元町２－１９－２
ウィンライフ武庫之荘１階

272 平本皮フ科 平本　猛聡 皮膚科
尼崎市東園田町９－１６－８
フィオーレ園田２Ｆ

273 平野マタニティクリニック 平野　剛 産科・婦人科 宝塚市山本東3-14-5

274 宝塚市立病院 妙中　信之

小・内・外・整・ﾘﾊ・心内・心外・呼内・
呼外・産婦・消内・循内・脳・皮・泌・
耳・眼・放・麻・歯外・形・腎内・血内・
緩内・救急・ﾘｳ

宝塚市小浜４－５－１

275 本田診療所 森　敬良 内・小児・整・皮膚 尼崎市大庄西町２－２９－１５



276 末包クリニック 末包　博昭 産婦人科･内 尼崎市南武庫之荘１－１３－１０

277 明倫ファミリークリニック 近藤　貴志 内・小児・整
尼崎市蓬川町３０２－１６
ザ・ガデネスクシティ・アクア館１０４号

278 毛利耳鼻咽喉科医院 毛利　大介 耳鼻咽喉科 尼崎市長洲東通１－９－３２

279 毛利耳鼻咽喉科診療所 毛利　純 耳鼻科 尼崎市杭瀬本町１－１２－１３

280 野田内科クリニック 野田　修造 内 尼崎市西難波町５－１１－１０

281 柳井医院 柳井　篤 内･小児･消 尼崎市西本町８－３７１－１

282 立花萩原眼科医院 荻原　善行 眼科 尼崎市七松町１－１０－５

283 鈴木クリニック 鈴木　典男 内・循・呼・胃腸・小児 尼崎市栗山町２－１３－１

284 労働福祉事業団関西労災病院 労働者健康福祉機構

小・内・消内・外・整・ﾘﾊ・形・心外・
皮・泌・産婦・眼・耳・脳・循内・放治・
放診・麻・精・神内・歯・歯外・消外・
頭外・乳外

尼崎市稲葉荘３－１－６９

285 六甲アイランド甲南病院 濱辺　豊
内・精神・神内・循内・小・外・整・産・
心・眼・耳・脳外

神戸市東灘区向洋町中2-11

286 眞田医院 眞田　幸弘 内･小児 尼崎市七松町１－３－１－１０１

287 槇林内科医院 槇林　親教 内科 尼崎市南武庫之荘３－６－１２

288 医療法人社団　はせがわ内科 医療法人社団 内科
尼崎市南武庫之荘1-3-1
ドルチェ武庫之荘1F

289 はぶ眼科 土生　悦子 眼科 大阪市西淀川区千舟２－１５－２８

290 みずほレディースクリニック 水谷隆洋・小倉　一宏 産科・婦人科 伊丹市瑞穂町５－７２

291 英ウィメンズクリニック 苔口　昭次 不妊治療
神戸市中央区三宮町1-1-2
三宮セントラルビル7F

292 神崎病院 林　圭造 内・循内・消内・整・外・放 尼崎市浜３－１－１０

293 中井医院 中井　京子 小児科･内科 尼崎市浜２－５－９

294 津田診療所 津田　照男 内・小 尼崎市七松町２－１０－１２

295 しまたに泌尿器科クリニック 島谷　昇 泌尿器科 尼崎市稲葉荘２－６－２０－２Ｆ

296 まつもとファミリークリニック 松本　重人 内・循内 尼崎市武庫之荘

297 大原クリニック 大原敬太郎 産・婦 尼崎市南武庫之荘３－２１－２４

298 改正眼科 改正　良江 眼 尼崎市塚口町１－１２－１７

299 あおぞら生協クリニック 合田　美恵子 内・小・皮・放アレルギー 尼崎市南武庫之荘１１－１２－１

300
中野整形外科
運動器リハビリテーションクリニック

中野　元博 整・リハ 尼崎市杭瀬本町１－９－２４

301 吉田内科 吉田　信芳 内・消・循 尼崎市名神町２－４－２０

302 産科婦人科　衣笠クリニック 医療法人社団 産・婦人 尼崎市若王寺２－１５－５

303
つじもと整形外科
リウマチ・リハビリテーション

辻本　和雄 整・リウマチ・リハビリ 尼崎市長洲本通３－１－１

304 潮江診療所 船越正信 内・整・児・外 尼崎市下坂部１－７－７

305 第２西原クリニック 江崎秀和 外・内・整 伊丹市野間８－５－１０

306 ほんじょう耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ 本荘　智康 耳鼻咽喉 尼崎市武庫之荘１－３７－１４－２F

307 いわおかｸﾘﾆｯｸ 岩岡　聡 内・循内
尼崎市潮江1丁目１６－１
阪急ｵｱｼｽ２Ｆ

308 こひつじクリニック 小松　邦志 内・外・緩和 川辺郡猪名川町若葉１－３０－１０

309 医療法人社団　深江医院 深江　卓司 整・外・内・麻 尼崎市七松町１－１０－２０

310 真野眼科 真野　真弓 眼 尼崎市尾浜町２－１４－１８

311 遠谷眼科 遠谷　茂 眼科 尼崎市塚口町1-10-31

312 八田クリニック 八田　昌樹 外科・内科・胃腸内科・肛門外科 尼崎市栗山町2丁目24－36

313 堀歯科医院 堀　雅彦 歯科 尼崎市塚口町３丁目２０－５０



314 にしむら歯科 西村　望 歯科
尼崎市神田中通２－１７
毎日ビル３階

315 重岡歯科医院 重岡　潔 歯科 尼崎市長洲本通　１－１４－４８

316 よしだ歯科クリニック 吉田　穰次 歯科 尼崎市南塚口町３－１１－２４

317 せき歯科クリニック 関　良太 歯科 尼崎市武庫之荘東１丁目２３－７

318 いいづか歯科医院 飯塚　譲二 歯科 尼崎市道意町４丁目４２

319 松野歯科医院 松野　彰仁 歯科 尼崎市潮江４丁目２－１

320 松田歯科医院 松田　哲一 歯科 尼崎市杭瀬本町２－２３－１０

321 阿部歯科　矯正歯科 阿部　勝也 歯科 尼崎市塚口町１－１８－２５

322 安光歯科医院 安光　洋 歯科 尼崎市神田中通７丁目２５０

323 小倉歯科医院 小倉　康義 歯科 大阪市西淀川区御幣島６－１５－８

324 孝徳会石井歯科クリニック 医療法人 歯科 大阪市西淀川区柏里３ー３ー１７

325 やの歯科医院 矢埜　裕一 歯科 大阪市西淀川区歌島３ー２ー４

326 たなか歯科医院 田中　和彦 歯科 大阪市西淀川区佃３－１９－２７

327 正木歯科クリニック 正木　成久 歯科 尼崎市武庫之荘東２－２５－３６

328 かとう歯科 加藤　雅勇 歯科 大阪市西淀川区柏里３ー４－２

329 中島歯科医院 中島　英雅 歯科 大阪市西淀川区野里１－３－２

330 白川歯科ｸﾘﾆｯｸ 白川　隆之 歯科 尼崎市上坂部２－２－７

331 やすらぎ歯科医院 橋口　広幸 歯科
尼崎市東園田町９－４８－１
園田阪急プラザ1F1081

332 かない歯科クリニック 金井　敏彰 歯科 大阪市西淀川区姫島５－８－２

333 にしだ歯科 西田　幸一 歯科 尼崎市潮江１－３３－３２

334 はら歯科医院 原　健太郎 歯科 伊丹市安堂寺町７－１

335 太田矯正歯科クリニック 太田　安彦 歯科
和歌山市本町2丁目２７
松屋ビル3階

336 澤村歯科医院 澤村　英明 歯科 伊丹市稲野町６－５３

337 北川歯科医院 北川　博史 歯科 伊丹市桑津２－１－７

338 飯田歯科医院 飯田　良治 歯科 伊丹市伊丹３－１－５７－２０３

339 尼崎ガーデン歯科 高山　昌顕 歯科
尼崎市潮江１－３－３５
尼崎クロスウォーク3階

340 かねこ歯科クリニック 金子　哲也 歯科
伊丹市野間８－１－２
アゼニアサニハイツ109

341 西口歯科クリニック 西口　聡 歯科
伊丹市中央３－１－１７
ＳＲビル伊丹1階

342 宇都宮歯科医院 宇都宮　正樹 歯科 伊丹市北野１－７８－２

343 上り口歯科医院 上り口晃成 歯科 伊丹市西台４－１－１０

344 オオマチ歯科クリニック 大間知　資雄 歯科 尼崎市南塚口町２－４０－２６

345 木下歯科 木下勝巳 歯科 伊丹市稲野町６－８６

346 中川歯科医院 中川　浩 歯科 伊丹市美鈴町１－６１

347 岩本歯科医院 岩本正人 歯科 神戸市東灘区御影中町７－８－１６

348 岸本歯科医院 岸本　幹哉 歯科 伊丹市昆陽東６－３－８

349 あらい歯科医院 新井　基之 歯科 尼崎市南塚口町１－６－１９

350 のまきたパーク歯科 山本　清作 歯科 伊丹市野間北１－１－１

351 武庫の荘駅前アリス歯科 城田　喜行 歯科 尼崎市南武庫之荘１－１９－１

352 勝山歯科医院 勝山　篤信 歯科 伊丹市野間北６－４－１

353 あつみ歯科医院 厚味　繁 歯科 伊丹市荒牧２－２－３９

354 角田歯科医院 角田　篤美 歯科 川西市栄町１１－３パルティＫ２



355 米沢歯科小児歯科医院 米澤　敏之 歯科
伊丹市安堂寺町３－５
ＷＩＮＤビル５階

356 トモミ歯科医院 安田　共実 歯科
大阪市西淀川区姫里
１－１６－２１－１０１

357 かもい歯科 鴨井　素行 歯科 尼崎市西難波町３－２４－５

358 むらうち歯科クリニック 村内　利光 歯科 尼崎市塚口町４丁目２３－２

359 クスノセ歯科医院 医療法人社団 歯科 尼崎市東難波町５－２－１６

360 アクア畠中歯科 畠中　龍生 歯科 尼崎市蓬川町３０２－１６－１０２

361 大隈歯科診療所 大隈　義博 歯科 尼崎市下坂部２－３０－４７

362 しろくま歯科 水内　若菜 歯科 尼崎市塚口町２３－１０　　1階

363 三好歯科医院 三好　秀明 歯科 尼崎市立花町１－２８－１８

364 和田歯科医院 医療法人社団 歯科
尼崎市東難波町１－３
立花グリーンハイツ7-4

365 みちざわ歯科医院 道澤　雅裕 歯科
尼崎市食満７－１－３７
ネオユートケア102

366 南林歯科クリニック 南林　繁良 歯科 尼崎市武庫豊町３－９－１１

367 村内　歯科医院 医療法人社団 歯科 尼崎市猪名寺２－１０－１４

368 伊賀歯科医院 伊賀　成知 歯科 尼崎市立花町２－２－１

369 いぶき歯科医院 医療法人ＩＤＣ 歯科
尼崎市名神町１－１１－１
ｱﾋﾞﾛｰﾄﾞ名神１階

370 土居歯科医院 土居　勗 歯科 尼崎市武庫の里２－１１－２３

371 竹内歯科ｸﾘﾆｯｸ 竹内　圭子 歯科
尼崎市浜田町４－５
まるとく市場２階

372 岡本歯科医院 岡本　浩一 歯科 尼崎市南武庫之荘　１－２２－２６

373 梁川歯科医院 梁川　国昭 歯科 伊丹市稲野町４－２１－８

374 なお歯科医院 遠茂谷　直子 歯科
尼崎市塚口町１－３－４
玉屋ビル２Ｆ

375 岡本歯科医院 岡本　悟 歯科 尼崎市塚口本町１－２４－５

376 医療法人社団　松岡歯科医院 医療法人社団 歯科
尼崎市神田北通２－１２－１
大陽ビル２階

377 菅沼歯科医院 菅沼　孝之 歯科 尼崎市昭和南通８－２１５

378 やまもと歯科 山本　貴昭 歯科 尼崎市武庫元町１－２８－１　２Ｆ

379 あべ歯科クリニック 安部　幸孝 歯科
尼崎市上坂部３－１１－１
フレアージュ塚口１階

380 滝内歯科医院 滝内　章 歯科 尼崎市建家町７７

381 東歯科診療所 東　哲一郎 歯科 神戸市東灘区御影石町2-7-9

382 牛嶋歯科医院 牛嶋　宏幸 歯科 尼崎市杭瀬本町1-18-3

383 中島歯科医院 中島　哲 歯科 尼崎市七松町2丁目１－１

384 清水歯科 清水　泰知 歯科 尼崎市七松町1丁目2-1-303

385 尼崎口腔衛生センター 中川　誠仁 歯科 尼崎市南武庫之荘３－２４－５

386 なかやま歯科 中山　裕司 歯科 尼崎市神田北町6丁目162-１－２

387 丸山歯科医院 丸山　忠治 歯科 尼崎市大島3丁目2-2-106

388 西本歯科医院 西本　清二 歯科 尼崎市猪名寺2-2-10ﾌｧﾐｰﾕⅡ1F

389 田中歯科 田中　壮憲 歯科 尼崎市塚口町4-12-9

390 矢冨歯科医院 矢冨　紀彦 歯科 尼崎市大庄中通り町1-97

391 小田切歯科 小田切　公寿 歯科 尼崎市南塚口町6-4-1

392 とみひさ歯科ｸﾘﾆｯｸ 富久　賢哉 歯科 尼崎市三反田町3-6-23

393 片岡歯科医院 片岡　昌彦 歯科 尼崎市南武庫之荘3-30-12

394 安藤病院 阿部 徹也 歯科 尼崎市東難波町5-19-16

395 加藤歯科 加藤　斉久 歯科 尼崎市七松町1-19-20



396 謝花歯科医院 謝花　幹樹 歯科 尼崎市長洲中通2-17-68

397 どうがん歯科医院 道願　圭一 歯科 尼崎市東園田4-4-7

398 徳永歯科クリニック 徳永　徹 歯科 尼崎市塚口１－１２－８－５Ｆ

399 富永歯科医院 富永　貴也 歯科 尼崎市南塚口町２－２９－３５

400 馬場歯科医院 馬場　亨 歯科 尼崎市開明町２丁目４

401 馬場歯科医院 馬場　悟 歯科 尼崎市大西町３－９－１４

402 増山歯科医院 増山　博之 歯科 尼崎市塚口町５丁目３９－５

403 水野歯科医院 水野　康朗 歯科 尼崎市武庫之荘本町１丁目４－１

404 矢冨歯科医院 矢冨　義昭 歯科 尼崎市杭瀬本町２丁目１３－１４

405 さくら眼科 井本昌子 眼科
芦屋市松ノ内町３－２
サニーコート芦屋１０２

406 やまもと内科クリニック 山本　房子 内科 尼崎市次屋２丁目１３－２３

407 はらの内科クリニック 原野　雄一 内科　消化器 宝塚市仁川北３－７－１７

408 西森なおのてクリニック 西森　婦美子 内科　アレルギー科 尼崎市塚口本町１－３－１

409 ﾅﾁｭﾗﾙｽﾏｲﾙ西宮北口歯科 児玉　秀樹 歯科　小児歯科　歯科口腔外科
西宮市北口町１－２
ｱｸﾀ西宮東館２Ｆ

410 阪急電鉄西宮診療所 川野　淳 内科・消化器内科 西宮市長田町1番1号

411 森口クリニック 森口　孝一 内・呼吸器・循環器 西宮市段上町6-17-30

412 医療法人社団　眞愛会　太田内科医院 太田　秀行 内・循内・消化器内科 尼崎市武庫之荘東2-2-13

413 土谷医院 土谷　文彦 内科 尼崎市神田南通３－８５

414 医療法人白鳳会はくほう会セントラル病院 古城　資久
救急・循内・脳外・内・外・整形・麻
酔・放・神内・肛門外・消外・リハ・心
外

尼崎市東園田4丁目23番１号

415 ひのうえ皮膚科形成外科クリニック 樋上　敦 皮膚科・形成外科・美容皮膚科 尼崎市上坂部１－４－１

416 医療法人生成会　くさかべクリニック 日下部　典生 内科
池田市城南3丁目11-23
ＭＡＬＴ８５　4F

417 安武皮膚科 安武　弘子 皮膚科 尼崎市武庫之荘４－５－５

418 医療法人社団　よこた芳友クリニック 横田　芳郎 内科・消化器内科 尼崎市南塚口町2丁目２１－２９

419 医療法人社団堯風会　尾崎医院 尾崎　馨 内科・外科・胃腸科・麻酔科 尼崎市立花町3丁目16－30

420 谷口内科クリニック 谷口　智道 内科・循環器・消化器 尼崎市武庫豊町３－９－１１

421 菅原歯科クリニック 菅原　正之 歯科 尼崎市南塚口町８－４６－１０

422 みつるクリニック 柱本　満 糖尿病代謝内科
尼崎市東難波町2-14-21
尼崎センタービル２－３F

423 あおぞらデンタルクリニック 辻　卓朗 歯科・歯科口腔外科・小児歯科 尼崎市東園田町４-２７-１

424 さくらクリニック 木田　裕也
内科・外科・整形外科・リハビリテー
ション・精神科（在宅のみ）

大阪府豊中市中桜塚5－3－45

425 けいゆうクリニック 仲田　公彦
整形外科・リウマチ科・内科・リハビリ
テーション科

大阪府池田市井口堂１－５－１３

426 鎌谷歯科医院 鎌谷　理平 歯科 尼崎市塚口本町4－6－12

427 平生診療所 赤神　隆文 内科、循環器内科、糖尿病内科 伊丹市梅ノ木６－３－８

428 小泉医院 小泉　勇 内科 伊丹市安堂寺町1－32

429 橋爪歯科医院 橋爪　年世 歯科 尼崎市昭和通６－１４７

430 おくもとクリニック 奥本　聡 消内・肛門外科・内科
尼崎市上坂部1－1－1
ビエラ塚口303

431 きはら歯科 木原　美智男 一般歯科
尼崎市潮江1－21－1－108
ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｲｰｽﾄA１棟

432 森川内科クリニック 森川　髙司 内科・消化器内科・呼吸器内科
尼崎市上坂部1丁目４
ミリオンタウン塚口　2階

433 武居レディースクリニック塚口院 武居　智信 産婦人科
尼崎市上坂部1丁目1-1
ビエラ塚口３Ｆ

434 べっしょ眼科クリニック 別所　弘朗 眼科
尼崎市上坂部1丁目1-1
ビエラ塚口3Ｆ

435 おかもとクリニック 岡本　倫明 内科・外科・胃腸科 西宮市甲子園口北１-6-101



436 西村内科・神経内科クリニック 西村　裕之 神経内科・内科 大阪市淀川区加島3丁目中8－16

437 伊丹ガーデンズクリニック 横川　朋子 内科（透析内科） 伊丹市鴻池6丁目22－21

438 大本眼科 大本　達也 眼科
尼崎市南武庫之荘2－17－20
三和コーポラス101

439 医療法人社団あまな　あまなクリニック 西藤　直哉 心療内科･精神科 尼崎市神田北通1-7-1-7F

440 医療法人社団　内田医院 内田　朝日己
内科・循環器科・胃腸科・小児科
理学療法科・放射線科

宝塚市高司2丁目7-2

441 ごとう内科クリニック 後藤　充晴
内科・呼吸器内科・循環器内科
アレルギー科

伊丹市南野北1丁目3-44

442 阪本歯科医院 阪本　有三 歯科 伊丹市西台4丁目6-20

443 あさい歯科医院 淺井　嵩嗣 歯科　小児歯科 伊丹市平松7-5-33

444 ﾕﾆｺの森村上こどもクリニック 村上　博 小児科・アレルギー科 西宮市長田町1-20

445 瀧口歯科医院 瀧口　善郎 一般歯科
尼崎市南塚口町3‐13‐3
ｾﾝﾄﾗﾙ塚口ﾋﾞﾙ２F

446 おかざきマタニティクリニック 岡崎　光男 産婦人科 神戸市西区学園西5-2-5

447 医療法人康生会豊中平成病院 松本　悟
内科・リハビリテーション科・外科
整形外科

豊中市原田中1-16-18

448 いなでら透析クリニック 金田　州弘 泌尿器科・人工透析 尼崎市猪名寺2-14-14

449 岩切クリニック 岩切　章太郎 内科・呼吸器内科・アレルギー科 西宮市二見町2-25

450 坂田診療所 坂田　哲啓 外科・消化器科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
川辺郡猪名川町紫合字古津ケ平
157-3

451 みやさきクリニック 宮嵜圭央　美津穂 内科、消化器内科、眼科 尼崎市塚口町2-8-2

452 川田歯科医院 川田　義典 歯科・小児歯科 宝塚市山本丸橋3-1-5

453 福井内科医院 福井　威志 内科 西宮市小松東3-8-1

454 那須婦人科クリニック 那須　千鶴子 婦人科 尼崎市塚口町１－18－10－101

455 つるた内科クリニック 鶴田　芳男 内科・循環器内科
伊丹市鴻池4－1－10
ｵｱｼｽﾀｳﾝ伊丹鴻池2階

456 加藤道夫肝臓内科クリニック 加藤　道夫 肝臓内科・内科
尼崎市南塚口町2‐1
塚口さんさんタウン2番館3階310号

457 吉原歯科医院 吉原　正明 歯科・小児歯科・矯正歯科
三田市弥生が丘1-11-705
フラワータウン駅ビル7Ｆ

458 鈴木内科小児科クリニック 鈴木　洋
内科・循環器内科・小児科
アレルギー科

西宮市能登町11－40

459 ＫＡＮＤＡ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 神田　昌彦 一般歯科・小児歯科・口腔外科 尼崎市東難波町2-16-17

460 いとせクリニック 糸瀬　一陽 内科・消化器内科 尼崎市武庫之荘本町3－11－1

461 ずし整形外科 頭司　敏史 整形外科・リハビリテーション科
伊丹市昆陽東1‐2‐7
阪急ＯＡＳＩＳ2階

462 くまがいこどもクリニック 熊谷　直樹 小児科 尼崎市東園田町9－37－11

463 医療法人　大庭医院 大庭　宗三郎 内科・循環器内科 大阪府東成区玉津2－14－29

464 内科外科にしぐち医院 西口　完二 内科・胃腸内科・外科・肛門外科 尼崎市南塚口町2-15-7

465 ダイハツ保健センター ダイハツ保健センター 一般内科 大阪府池田市桃園2丁目1－1

466 脇坂憲昭記念循環器クリニック 鷹津　良樹 循環器科･内科 尼崎市武庫元町2-12-1-101

467 もりもと歯科 森本　崇 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 尼崎市南塚口町8-4－１

468 医）加藤歯科医院 加藤潤一郎 歯科 尼崎市御園町5　土井ビル　2Ｆ

469 医療法人あおばクリニック 田村　耕士 内科・循環器内科
大阪市淀川区加島3丁目中2-16
淀川クオリティーＫＳﾋﾞﾙ2階

470 さじ小児科 佐治　洋介 小児科 西宮市鞍掛町8-3

471 ないとう醫院 内藤　武夫 内科 尼崎市崇徳院1丁目6－3

472 よどやばしメディカルクリニック 田中　基幹 泌尿器科・腫瘍内科・緩和ケア・内科 大阪市北浜3丁目5-20　松栄ﾋﾞﾙ4Ｆ

473 富山医院 富山　要介 内科・外科・胃腸科 川西市萩原台西1－90

474 耳鼻咽喉科藤木クリニック 藤木　暢也 耳鼻咽喉科
神戸市東灘区田中町1丁目11-20
ｺﾏﾂｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ2階

475 のぞみハートクリニック 弓野　大 内科・循環器内科・呼吸器内科
大阪市淀川区宮原3-5-36
新大阪ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ1階

476 炭本歯科医院 炭本　圭之 歯科
伊丹市中央1-5-18 伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞ4
Ｆ



477 片山歯科医院 片山　剛 歯科 西宮市北口町18-13-105

478 白川内科 白川　博史 内科 尼崎市塚口町1丁目20-5

479 三木外科胃腸科 三木　篤志 外科・胃腸科・整形外科 川西市加茂2丁目18-21

480 社会福祉法人翠松会　伸幸苑診療所 細田　佳伸 整形外科・内科 伊丹市寺本6丁目150番地

481 医療法人社団ﾍﾞﾀﾆｱ会 宮の前眼科 山本　洋子 眼科 伊丹市宮ノ前1-4-8

482 大隈内科医院 大隈　義道 内科・胃腸内科・小児科 尼崎市西昆陽1-11-1

483 原田歯科医院 原田　尚紀 歯科口腔外科・矯正
伊丹市昆陽南4-18-15 ﾌﾟﾚｽﾃﾙ昆陽
1F

484 はしむら小児科 橋村　裕也 小児科
西宮市深津町7-21
阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ別館1F

485 いわもと内科クリニック 岩本　紀之 糖尿病代謝内科・循環器内科・内科
西宮市深津町7-21
阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ別館1F

486 つちやま内科クリニック 土山　雅人 神経内科・内科
西宮市段上町1-1-22 ﾚｲﾝﾎﾞｰ甲東1
階

487
社会医療法人 渡邊高記念会
西宮渡辺病院

佐々木　恭子

内科・消化器外科・消化器内科・外
科・整形外科・脳神経外科・肛門外
科・心臓血管外科・呼吸器外科・循
環器内科・呼吸器内科・リウマチ科・
リハビリテーション科・精神科・心療
内科・皮膚科・麻酔科

西宮市室川町10-22

488
社会医療法人 渡邊高記念会
西宮渡辺心臓脳・血管センター

佐々木　恭子
内科・心臓血管外科・循環器内科・
脳神経外科・放射線科・不整脈科・リ
ハビリテーション科・精神科

西宮市池田町3-25

489
社会医療法人 渡邊高記念会
西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 佐々木　恭子

循環器科･糖尿病内科・内科・脳神
経外科・皮膚科・整形外科・心臓リハ
ビリテーション科

西宮市前浜町4-3

490 やまだ耳鼻咽喉科クリニック 山田　耕作 耳鼻咽喉科
西宮市今津山中町12番25号
山中町ﾋｸﾞﾁﾋﾞﾙ2階201号室

491 里皮フ科クリニック西宮北口院 里　博文
皮膚科・小児科・アレルギー科・美容
皮膚科

西宮市薬師町2-56
ｸﾘﾆｯｸｽﾃｰｼｮﾝ西宮北口2-B

492 かず整形外科リハビリクリニック 横山　和典 整形外科・リハビリテーション科 西宮市上大市4丁目1-7

493 ほしな小児科 保科　隆男 小児科・アレルギー科
尼崎市上坂部1丁目1番1号
ビエラ塚口3階

494 なかじま内科クリニック 中島　英洋 内科・循環器内科
伊丹市昆陽東1-2-7
阪急オアシス伊丹昆陽東店２階

495 坪井歯科医院 坪井　新一 歯科・小児歯科 伊丹市西台1-3-1サンハイツ２F

496 伊丹たかの小児科 髙野　勉 小児科・アレルギー科 伊丹市大鹿４丁目－５９

497 おかもとクリニック 岡本　朋子 消化器内科・内科 尼崎市南塚口町2丁目34-9

498 やすみつクリニック 安光　亮洋 内科・呼吸器内科 尼崎市神田中通5丁目195番　２階

499 ならばやし内科・呼吸器内科クリニック 楢林　朋子 内科・呼吸器内科 芦屋市船戸町1-29

500 うめかげレディースクリニック 梅影　秀史 産婦人科 豊中市服部元町1-1-7

501 たろうメディカルクリニック　在宅診療部 松尾　太郎 在宅診療科
西宮市神楽町11-25
STATION  BUILDING  ３階

502 よしおかクリニック 吉岡　良晃 内科・循環器内科・外科 宝塚市宝梅２丁目６－２６

503 （株）クボタ本社阪神事務所　健康推進室 佐々木　伸一朗 内科 尼崎市浜１－１－１

504 えいしん内科・消化器内科クリニック 中島　英信
内科・消化器内科・肝臓内科・内視
鏡内科

西宮市鞍掛町８－３
くらかけクリニックモール　３階

505 もりもと整形外科 森本　佳秀
整形外科・リウマチ科・リハビリテー
ション科

尼崎市南武庫之荘１丁目２１－１
松弥サウスモール１階

506 延原歯科医院 延原　哲行 歯科・小児歯科 尼崎市神田中通６丁目－２２１

507 岡本医院 岡本　重一
内科・外科・循環器科・胃腸科・小児
科・皮膚科

尼崎市武庫之荘１丁目２２－１１

508 中川クリニック 中川　浩二 外科・内科・整形外科・リハビリ 伊丹市荒牧６丁目２８－９

509 岡﨑こどもクリニック 岡﨑　仁志 小児科・アレルギー科 尼崎市武庫之荘東１丁目１－１２

510 山脇医院 山脇　幹夫 内科・消化器科 尼崎市武庫之荘３丁目３－１

511 長井泌尿器科 長井　潤 泌尿器科・緩和ケア内科 川西市清和台東２丁目１－８－２Ｆ

512 永末歯科医院 永末　真嗣 歯科・小児歯科・口腔外科 尼崎市杭瀬本町１丁目１２－１６

513 黒田歯科医院 黒田　真司
歯科・小児歯科・矯正・歯科口腔外
科

伊丹市昆陽北２丁目４－３



514 稲垣クリニック 稲垣　雅彦 内科・循環器内科 伊丹市瑞穂町６丁目４４番地

515 ゆぐちクリニック 湯口　清徳
内科・消化器内科・内視鏡内科・婦
人科・産科

西宮市松山町１３－２５－２０４

516 森クリニック 森　剛士
内科・外科・整形外科・リハビリテー
ション科

宝塚市伊孑志３－２－３０

517 くろかわ皮フ科 黒川　晃夫 皮膚科・アレルギー科 尼崎市南武庫之荘１丁目１２－１

518 しらき整形外科クリニック 白木　孝人
整形外科・リハビリテーション科・リウ
マチ科

伊丹市中野東３－８２

519 いが小児科・アレルギー科 伊賀　和夫 小児科・アレルギー科 川西市平野３丁目１８－１９

520 おかだ腎泌尿器・ペインクリニック 岡田　宜之 泌尿器科・ペインクリニック内科
尼崎市西難波町４－５－２６
スーパーコノミヤ３F

521 しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科 執行　秀彌
循環器内科・内科・皮膚科・アレル
ギー科

尼崎市大庄中通１丁目７０番

522 ポプラクリニック 沖田　野江 内科 豊中市西泉丘３－２－２１

523 かねこ内科循環器クリニック 金子　明弘 内科・循環器内科 尼崎市猪名寺３丁目５－１５　２F

524 あしやサニークリニック 高橋　洋輔 内科 芦屋市翠ヶ丘町２-８-１０１

525 すけながペインクリニック 助永　憲比古
ペインクリニック内科・リハビリテー
ション科

尼崎市武庫之荘１－１８－６
メディカルキューブⅡ１階

526 はなだ脳神経外科クリニック 花田　友成 脳神経外科・神経内科 伊丹市行基町２丁目９７－１

527 かねこ脳神経外科リハビリクリニック 金子　彰
脳神経外科・内科・リハビリテーショ
ン科

伊丹市山田５丁目３－３

528 佐藤脳神経外科・内科クリニック 佐藤　元彦 脳神経外科・内科 尼崎市西難波町５－２－１６

529 松の木診療所 松本　圭司 脳神経内科・内科 尼崎市立花町３－２８－１５

530 アップル歯科尼崎駅前 田中　公之
歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口
腔外科

尼崎市長洲本通１-４-８
ヴィラレオーネ１F

531 やまだ診療所 山田　正治 内科・リハビリテーション科
寝屋川市萱島本町２０-４
フロントF彩都３階

532 兵頭内科眼科・ハートクリニック 兵頭　永一 内科・眼科・循環器内科・リハビリ科 尼崎市塚口本町１－２１－５

533 ﾕﾆｺの森あかちゃんとこどものクリニック 青山　愛子 小児科・アレルギー科 西宮市松山町１３－２５－２０３

534 よねだ内科クリニック 米田　勉 内科・呼吸器内科 伊丹市山田２丁目２番２５－３

535 まさき内科クリニック 正木　繁
内科・循環器内科・消化器内科・小
児科

川西市花屋敷２－８－１１

536 アキ歯科クリニック 木本　晶子 歯科・小児歯科・歯科口腔外科 尼崎市東園田町５－１１６－１

537 あまがさき森内科・内視鏡クリニック 森　義治
内科・消化器内科・肛門内科・皮膚
科

尼崎市神田中通３－４９
ログキャビン１F

538 森下小児科アレルギー科 森下　英明 小児科・アレルギー科
尼崎市七松町１丁目９番２号
DOM立花駅前ビル２階

539 めぐみ内科・糖尿病内科 森下　加惠 内科・糖尿病内科
尼崎市七松町１丁目９番２号
DOM立花駅前ビル３階

540 つだ内科・脳神経内科 津田　健吉
内科・脳神経内科・リハビリテーショ
ン科

尼崎市南武庫之荘１－１２－１
松弥サウスモール２階

541 まつうら内科 松浦　邦臣 内科・呼吸器内科 尼崎市東七松町１－１０－１８　２Ｆ

542 たにぐち内科クリニック 谷口　雅厚 内科・消化器内科・在宅医療
川西市栄町20-1
ベルフローラかわにしＷＥＳＴ　１Ｆ

543 けいクリニック 岸本　圭永子 消化器内科・肛門外科・漢方内科 西宮市南越木岩町７－１７

544 おひさまクリニック西宮 福田　俊一 外科・緩和ケア・内科 西宮市柳本町１－２３　１F

545 神田内科小児科 神田　明美 内科・小児科・神経内科 川西市向陽台２丁目１番地の２６

546 しのはら歯科医院 篠原　賢司
歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口
腔外科

西宮市池田町９－６－３０２

547 白壁診療所 白壁　昌弥 内科・胃腸科・外科・皮膚科 尼崎市塚口町３丁目２４－１２

548 ほんじょう整形外科クリニック 本庄　正明
整形外科・リハビリテーション科・リウ
マチ科・骨粗鬆症

尼崎市猪名寺３丁目５－１２　２F

549 にしな内科・糖尿病内分泌クリニック 仁科　周平
内科・糖尿病内科・内分泌内科・代
謝内科

尼崎市七松町１－２－１－３０１A
フェスタ立花北館３F

550 いのうえ小児科 井上　智弘 小児科
西宮市大谷町７番５号夙川グリーン
プレイスB棟２階a

551 河上歯科医院 河上　晃浩 歯科 伊丹市西台２－６－５

552 伊藤クリニック 伊藤　嘉敏 内科 伊丹市池尻１－１６９－１

553 整形外科ますはらクリニック 益原　健太
整形外科・リハビリテーション科・リウ
マチ科

尼崎市神田中通５－１９５

554 たぐちクリニック 田口　隆司 精神科・心療内科 尼崎市塚口町1－１０－１



555 谷口耳鼻咽喉科医院 谷口　紀子 耳鼻咽喉科・アレルギー科 伊丹市鈴原町９丁目３８８



556 宝塚まるお整形外科 丸尾　陽平
整形外科・リウマチ科・リハビリテー
ション科

宝塚市小林5丁目4-39

557 医療法人社団兼誠会　つかぐち病院 杉安　保宣

内科・一般外科・消化器内科・循環
器内科・心臓血管外科・形成外科・
整形外科・皮膚科・　　リハビリテー
ション・通所リハビリテーション

尼埼市南塚口6-8-1

558 よしうちクリニック 吉内　和富 一般内科・糖尿病内科・内分泌内科
尼埼市武庫之荘1-4-7　リエール
武庫之荘１階

559 柴田医院 柴田　始宏 小児科・内科・アレルギー科 西宮市神楽町5－4

560 うおざき駅前五郷皮フ科 加藤　亮 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科 神戸市東灘区魚崎中町4-6-15

561 やまゆりクリニック西宮北口分院 辻野　吉昭
小児科・内科・整形外科・アレルギー
科・腎臓内科・スポーツ整形外科

西宮市高木西町24－13

562 みむらクリニック 三村　嘉壽男
小児科・内科・アレルギー科・皮膚
科・美容皮膚科

芦屋市大原町15-14

563 よつば診療所東灘 大島　一浩 内科・精神科・心療内科
神戸市東灘区深江北町4-11-6
1406号

564 庄村医院 庄村　太郎 内科・消化器内科 尼崎市富松町1-1-29


