
No. 地　区 医　　　療　　　機　　　関　　　名 No. 地　区 医　　　療　　　機　　　関　　　名

1 東灘区 阿部内科循環器科 32 東灘区 成山クリニック

2 東灘区 小林クリニック 33 東灘区 瀧口クリニック

3 東灘区 清成外科内科医院 34 東灘区 長坂医院

4 東灘区 神吉外科内科 35 東灘区 西尾耳鼻咽喉科

5 東灘区 谷尻医院 36 東灘区 石川クリニック

7 東灘区 福田泌尿器皮膚科医院 37 東灘区 長間医院

8 東灘区 藤田医院 38 東灘区 高瀬内科

9 東灘区 𡈽田クリニック 39 東灘区 山村内科循環器科

11 東灘区 北垣眼科クリニック 40 東灘区 工藤循環器内科

12 東灘区 やまぐち内科医院 41 東灘区 田中内科循環器内科クリニック

13 東灘区 たむら皮フ科クリニック 42 東灘区 塚本耳鼻咽喉科

14 東灘区 たかくら内科・循環器科 43 東灘区 特定医療法人五仁会　住吉川病院

15 東灘区 川島クリニック 46 東灘区 東神戸病院

16 東灘区 マルノ整形外科 47 東灘区 井手クリニック

17 東灘区 田中医院 48 東灘区 やすまるクリニック

18 東灘区 うめがき診療所 49 東灘区 河原医院

19 東灘区 清原整形外科医院 50 東灘区 やました皮フ科クリニック

20 東灘区 小林整形外科クリニック 51 東灘区 岩谷内科医院

21 東灘区 のぶさわ内科医院 52 東灘区 ろっこう医療生活協同組合　にじいろクリニック

22 東灘区 藤原内科クリニック 53 東灘区 黒田内科循環器内科

23 東灘区 阿部整形外科リウマチ科クリニック 54 東灘区 西川クリニック

24 東灘区 村田医院 55 東灘区 川北クリニック

25 東灘区 甲有会クリニック 56 東灘区 つじもと耳鼻咽喉科

26 東灘区 冨田クリニック 57 東灘区 医療法人社団　り整形外科クリニック

27 東灘区 まつい心療クリニック 58 東灘区 ろっこう医療生活協同組合うはらクリニック

28 東灘区 つじもと内科・循環器内科 59 東灘区 土井皮フ科クリニック

30 東灘区 エレガーノ甲南クリニック 60 東灘区 市橋クリニック

31 東灘区 たなか内科クリニック 61 東灘区 森垣胃腸科外科

　　　　　　　　　　　　　　　　共同利用制度連携医登録医療機関一覧　　　　　　　　　令和4年6月21日更新
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62 東灘区 児島医院 23 灘区 中林整形外科クリニック

63 東灘区 りひと内科クリニック 25 灘区 はぶクリニック

64 東灘区 医療法人社団　杉原クリニック 26 灘区 皮ふ科　しみずクリニック

65 東灘区 うさみ内科クリニック 27 灘区 本庄医院

66 東灘区 とうこ皮ふ科 28 灘区 前田耳鼻咽喉科医院

67 東灘区 はま内科はーとクリニック 30 灘区 みなみ外科・整形外科

68 東灘区 よつば診療所東灘 31 灘区 村岡内科クリニック

1 灘区 赤松外科消化器内科医院 32 灘区 ろっこう医療生活協同組合・つどい

2 灘区 安藤医院 33 灘区 ろっこう医療生活協同組合・灘診療所

3 灘区 いのした整形外科クリニック 34 灘区 渡辺内科小児科クリニック

4 灘区 井原クリニック 35 灘区 松本医院

5 灘区 竹内内科 36 灘区 井上クリニック

6 灘区 うすき医院 37 灘区 おおた内科医院

7 灘区 大田整形外科クリニック 38 灘区 内科クリニック岡田

8 灘区 大林医院 40 灘区 おがわ内科クリニック

9 灘区 岡田整形外科医院 41 灘区 常岡内科クリニック

10 灘区 小田泌尿器科 42 灘区 まるぐち皮膚科クリニック

11 灘区 陰下内科 43 灘区 廣海内科クリニック

12 灘区 川岸医院 44 灘区 六甲道診療所

13 灘区 川口クリニック 45 灘区 阪本美佐子メンタルクリニック

14 灘区 北田クリニック 46 灘区 社会福祉法人　鶯園診療所

15 灘区 黒木医院 47 灘区 いまにし泌尿器科

16 灘区 郡山内科 48 灘区 高倉整形外科クリニック

17 灘区 関本クリニック 49 灘区 田所病院

18 灘区 瀬戸本医院 50 灘区 田中内科循環器内科

19 灘区 高橋医院 51 灘区 医療法人社団　中井病院

20 灘区 田中医院 52 灘区 東和医院

22 灘区 田中内科 53 灘区 門田外科医院
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54 灘区 森本クリニック 7 中央区 うすき内科・循環器科

55 灘区 梶山小児科・アレルギー科 8 中央区 王子クリニック

57 灘区 はたに内科 10 中央区 おおかど循環器科クリニック

58 灘区 大西内科クリニック 12 中央区 小川クリニック

59 灘区 渡辺クリニック 13 中央区 置塩医院

60 灘区 あけみ皮フ科クリニック 14 中央区 医療法人杏園舎　小沢医院

61 灘区 高塚クリニック 15 中央区 小田内科循環器科

62 灘区 春日井クリニック 16 中央区 海岸診療所

63 灘区 つじリウマチ科内科 18 中央区 川端医院

64 灘区 青野クリニック 21 中央区 小柴クリニック

65 灘区 辻本内科 23 中央区 小山クリニック

66 灘区 やなぎさわ眼科 27 中央区 島谷内科医院

20 灘区 田中医院 28 中央区 白クリニック

68 灘区 こたに糖尿病内科クリニック 29 中央区 鈴木医院

69 灘区 医療法人社団テレサ　堅田医院 30 中央区 須田内科循環器科

70 灘区 西野皮膚科クリニック 31 中央区 髙田内科クリニック

71 灘区 飯尾整形外科クリニック 32 中央区 内科・循環器科　竹内医院

72 灘区 辻整形外科医院 33 中央区 竹田内科・外科

73 灘区 医療法人　赤坂クリニック 34 中央区 竹村クリニック

74 灘区 かすがのクリニック 39 中央区 西田医院

75 灘区 はぎの整形外科 40 中央区 にしはらクリニック

76 灘区 由美子クリニック 41 中央区 野澤内科循環器科

77 灘区 岩城整形外科クリニック 43 中央区 はなクリニック

78 灘区 こうの内科クリニック 46 中央区 平川医院

79 灘区 おかだ内科・呼吸器内科クリニック 47 中央区 福家診療所

1 中央区 あいしんクリニック 48 中央区 藤井内科医院

3 中央区 磯尾医院 49 中央区 ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック

5 中央区 医療法人腎友会　腎友会クリニック 52 中央区 細見耳鼻咽喉科医院
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53 中央区 本庄メディカルクリニック 87 中央区 岡田医院

54 中央区 前田呼吸器科クリニック 88 中央区 間森診療所

55 中央区 松川神経科診療所 89 中央区 医療法人社団　本山クリニック

56 中央区 松葉眼科医院 91 中央区 近藤皮フ科クリニック

58 中央区 めぐみクリニック 92 中央区 原泌尿器科病院

59 中央区 特定医療法人五仁会　元町ＨＤクリニック 93 中央区 若栄クリニック

60 中央区 森寺内科 94 中央区 松本胃腸科クリニック

61 中央区 ヤマウチクリニック 95 中央区 レディスクリニックハヤシ

62 中央区 やまだ整形外科クリニック 97 中央区 母と子の上田病院

64 中央区 内科・循環器科米田クリニック 98 中央区 ひろクリニック

66 中央区 浪方医院 99 中央区 医療法人社団公佑会　北村クリニック

67 中央区 山本可菜子皮フ科クリニック 100 中央区 医療法人社団 朋誠会 ゆう透析クリニック

68 中央区 黄地内科クリニック 101 中央区 岡クリニック　耳鼻咽喉科

69 中央区 陳内科医院 101 中央区 岡クリニック　腎臓・泌尿器科

70 中央区 小倉内科クリニック 102 中央区 ろっこう医療生活協同組合東雲診療所

71 中央区 岡本医院 103 中央区 生田診療所

72 中央区 内科謝クリニック 104 中央区 神戸市立医療センター中央市民病院

73 中央区 神戸アーバン乳腺クリニック 105 中央区 医療法人社団いざわ内科クリニック

74 中央区 医療法人社団　大西歯科医院 106 中央区 ゆみこ皮フ科クリニック

75 中央区 加茂皮フ科医院 108 中央区 木村内科

77 中央区 医療法人社団　田中内科循環器科 109 中央区 大森整形外科クリニック

78 中央区 なかほり眼科クリニック 111 中央区 春日野会病院

79 中央区 楊小児科医院 112 中央区 岩本診療所こうべ往診クリニック

81 中央区 菊地眼科医院 113 中央区 みつみや大腸肛門クリニック

82 中央区 医療法人社団伍仁会　岡本クリニック 95 中央区 井之上メディカルクリニック

83 中央区 松田眼科クリニック 114 中央区 藤見医院

84 中央区 医療法人社団　青山内科クリニック 115 中央区 鳥田診療所

86 中央区 介護老人保健施設プリエール 116 中央区 岡川医院
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117 中央区 どいクリニック 7 兵庫区 医療法人一輝会　荻原みさき病院

118 中央区 フラワーロード服部内科 8 兵庫区 三菱神戸病院

119 中央区 こがた内科・ハーバーランドリウマチクリニック 9 兵庫区 清水クリニック

120 中央区 シニア歯科オーラルケアクリニック新神戸 10 兵庫区 ふくいクリニック

121 中央区 よしこクリニック 11 兵庫区 東山クリニック

122 中央区 やまもと静脈瘤クリニック 12 兵庫区 中西内科医院

123 中央区 たつみクリニック 13 兵庫区 あらた診療所

124 中央区 医療法人社団明芳会　明芳病院 1 北区 黒瀬内科

125 中央区 医療法人KDECかがやき糖尿病内分泌クリニック新神戸 2 北区 医療法人社団清信会　先山クリニック

126 中央区 びとう皮膚科クリニック 3 北区 山下整形外科

127 中央区 脳神経内科くすのき診療所 4 北区 医療法人社団　赤塚クリニック

128 中央区 武富整形外科 5 北区 石田内科医院

129 中央区 医療法人愛和会　金沢クリニック 6 北区 医療法人社団　ちはらクリニック

130 中央区 医療法人　昭生病院附属診療所 7 北区 中野クリニック

131 中央区 上野内科・糖尿病内科クリニック 8 北区 きたむらクリニック

132 中央区 冨永クリニック 9 北区 髙橋内科クリニック

133 中央区 神戸静脈瘤クリニック 10 北区 藤原整形外科クリニック

134 中央区 新神戸ウェルネスクリニック 11 北区 ふせの内科・循環器科

135 中央区 わかば画像診断クリニック 12 北区 近藤内科クリニック

136 中央区 ジョイクリニック 13 北区 川本医院

137 中央区 神戸きしだクリニック 14 北区 岡野医院

138 中央区 フラワーロード　のむら肛門クリニック 15 北区 医療法人社団　吉野医院

139 中央区 一般財団法人近畿健康管理センター　KKCウェルネス神戸健診クリニック 16 北区 アユ形成外科・皮フ科

140 中央区 神戸元町県庁前クリニック 17 北区 神戸アドベンチスト病院

2 兵庫区 医療法人社団　中山眼科医院 18 北区 医療法人社団博美会　鶴皮膚科医院

4 兵庫区 木村整形外科 19 北区 医療法人社団　平佐クリニック

5 兵庫区 医療法人社団　まつだ内科 20 北区 医療法人社団甲北会　甲北病院

6 兵庫区 淳整形外科 21 北区 ほくと記念こやまクリニック
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22 北区 相澤医院 2 垂水区 なかじま整形外科

23 北区 押谷クリニック 3 垂水区 山下診療所

24 北区 豊田胃腸科外科 4 垂水区 髙橋医院

26 北区 くすのき医院 5 垂水区 医療法人社団　藤原医院

27 北区 医療法人寿栄会　有馬高原病院 6 垂水区 星島整形外科・リハビリテーション

28 北区 まさき皮フ科クリニック 1 西区 フェニックス岩岡クリニック

29 北区 西原内科クリニック 2 西区 医療法人社団しらさぎ会　さぎの病院

1 長田区 医療法人社団　鈴木診療所 3 西区 特定医療法人五仁会　住吉川クリニック

2 長田区 医療法人社団　松浦クリニック 4 西区 つねみ医院

3 長田区 長田整形外科 5 西区 ふくだ医院

4 長田区 谷口外科・整形外科 6 西区 医療法人社団　片岡整形外科

5 長田区 三ツ星ベルト株式会社診療所 1 西宮市 たろうメディカルクリニック

6 長田区 朝日診療所 1 三田市 医療法人健仁会　アイルさんだクリニック

7 長田区 山本クリニック

8 長田区 土井歯科

1 須磨区 医療法人社団　ながお内科クリニック

2 須磨区 矢谷内科循環器科

3 須磨区 井上クリニック

4 須磨区 しらかわクリニック

5 須磨区 谷岡医院

6 須磨区 あさだ整形外科クリニック

7 須磨区 中野泌尿器科

8 須磨区 益子整形外科医院

9 須磨区 安江整形外科

10 須磨区 水守外科

12 須磨区 医療法人社団　清本整形外科クリニック

13 須磨区 明芳外科リハビリテーション病院

1 垂水区 塩屋王子クリニック


