
圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 06-6416-1221 尼崎市稲葉荘3丁目1番69号

県立尼崎病院 06-6482-1521 尼崎市東大物町1丁目1番1号

兵庫県立塚口病院 06-6429-5321 尼崎市南塚口町6丁目8番17号

合志病院 06-6488-1601 尼崎市長洲西通1丁目8番20号

安藤病院 06-6482-2922 尼崎市東難波町5丁目19-16

岡田病院 06-6401-1851 尼崎市西難波町4丁目5-18

昭和病院 06-6401-5533 尼崎市西難波町6丁目2-15

尼崎医療生協病院 06-6436-1701 尼崎市南武庫之荘12丁目16番地1

アイワ病院 06-6499-0888 尼崎市東園田町4丁目101-4

園田病院 06-6491-9521 尼崎市東園田町2丁目48-7

板垣医院 06-6481-0113 尼崎市杭瀬寺島1丁目3-26

おおくまクリニック 06-6489-0090 尼崎市杭瀬北新町2丁目1-18

高クリニック 06-6482-1878 尼崎市杭瀬北新町2丁目3-13

第一診療所 06-6481-5504 尼崎市常光寺1丁目1-27

髙橋内科 06-6488-6315 尼崎市杭瀬本町1丁目9-21

東尼崎診療所 06-6488-2518 尼崎市杭瀬北新町1丁目12-8

行松クリニック 06-6481-1012 尼崎市杭瀬本町3丁目1-78

おかもと皮膚科・形成外科ｸﾘﾆｯｸ 06-6401-1214 尼崎市長洲東通1丁目9-35

黒田クリニック 06-6488-7222 尼崎市昭和通2丁目6-30

謝花医院 06-6481-7177 尼崎市長洲東通3丁目1-31

田中医院 06-6481-7439 尼崎市長洲本通3-9-20

長洲診療所 06-6481-9515 尼崎市長洲西通2丁目9-7

にしはま内科 06-6488-1026 尼崎市長洲本通1丁目6-18

井上内科クリニック 06-6495-1188 尼崎市浜3丁目1-36

きしがみ内科 06-6492-7100 尼崎市下坂部2丁目2-10

潮江診療所 06-6499-4213 尼崎市下坂部1丁目7-7

てらだ内科クリニック 06-6494-3711 尼崎市潮江1丁目4-2-202

徳田こどもクリニック 06-6495-2772 尼崎市次屋3丁目6-50

中井医院 06-6499-6466 尼崎市浜2丁目5-9

美濃内科 06-6492-4366 尼崎市潮江1丁目29-10

吉村クリニック 06-4960-7872 尼崎市潮江1丁目5-1

わかくさ診療所 06-6494-8302 尼崎市西川2丁目34-5

大藤診療所 06-6413-3666 尼崎市開明町2丁目43

新野医院 06-6488-7885 尼崎市築地3丁目2-13

野村医院 06-6481-4207 尼崎市大物町1丁目9-25

山口診療所 06-6413-3984 尼崎市御園町5番地

堅田医院 06-6411-4319 尼崎市神田南通4丁目103

長尾クリニック 06-6412-9090 尼崎市昭和通7丁目242番地

ナニワ診療所 06-6411-3035 尼崎市神田中通9丁目291

森医院 06-6411-2546 尼崎市宮内町2丁目39番地

柳井医院 06-6411-2522 尼崎市西本町8丁目371-1

いまきたファミリークリニック 06-6625-8188 尼崎市東難波町3丁目10-20

かもいクリニック 06-6417-4107 尼崎市西難波町3丁目23-8

小林医院 06-6481-8407 尼崎市東難波町5丁目2-5

しのざき医院 06-6417-0319 尼崎市西難波町3丁目29-10

武田内科小児科 06-6401-5578 尼崎市東難波町3丁目21-21

天﨑クリニック 06-4868-4333 尼崎市東難波町5-16-30

西村医院 06-6416-5852 尼崎市西難波町3丁目16-1

小川医院 06-6416-7789 尼崎市道意町4丁目40-3

合田医院 06-6417-2159 尼崎市武庫川町3丁目60-1

児玉医院 06-6418-7668 尼崎市武庫川町4丁目16

畠中整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 06-6418-7146 尼崎市大庄西町1丁目10-15

友仁クリニック 06-6430-6336 尼崎市元浜町2丁目83番地

本田診療所 06-6416-0325 尼崎市大庄西町2丁目29-15

板野クリニック 06-6417-2351 尼崎市大庄北2丁目22-1

岡田医院 06-6411-6837 尼崎市崇徳院1丁目6

佐守医院 06-6416-7710 尼崎市大庄西町3丁目3-23

鈴木耳鼻咽喉科医院 06-6412-3314 尼崎市大庄北4丁目18-1

中川診療所 06-6417-1836 尼崎市大庄北3丁目5-1

藤川医院 06-6417-0389 尼崎市大庄北4丁目18-6

伊藤医院 06-6429-3337 尼崎市尾浜町3丁目20-6

勝谷医院 06-6416-1684 尼崎市七松町2丁目17-21

きたつじクリニック 06-6430-7708 尼崎市西立花町3丁目1-1

田島診療所 06-6411-0600 尼崎市西立花町2丁目14-8

作道診療所 06-6428-2223 尼崎市久々知西町2丁目2-7

浜本クリニック 06-6429-1917 尼崎市尾浜町2丁目21-41

あいだクリニック 06-6437-9900 尼崎市南武庫之荘2丁目22番12号

浅井呼吸器科 06-6427-6505 尼崎市三反田町3丁目11-24

井上小児科 06-6428-2656 尼崎市栗山町1丁目23-32

尾崎医院 06-6427-7366 尼崎市立花町3丁目16-30

杉澤医院 06-6429-3183 尼崎市立花町1丁目25-14

中島クリニック 06-4961-6800 尼崎市三反田町3-5-19

中村クリニック 06-6429-5677 尼崎市立花町3丁目1-3

西島外科医院 06-6426-2315 尼崎市大西町3丁目17-24

山中クリニック 06-6427-7008 尼崎市三反田町3丁目6-23

明石クリニック 06-6422-6488 尼崎市塚口町6丁目18-11

河村医院 06-6421-5487 尼崎市塚口町1丁目2-2

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

神 戸 神戸市 原則として、全ての医療機関で受診可能（受診される前に医療機関にご連絡をお願いします）
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澁谷医院 06-6421-0013 尼崎市塚口町4丁目47-7

滝内医院 06-6426-6307 尼崎市塚口町1丁目14-1

はら内科クリニック 06-6421-1159 尼崎市塚口町1丁目2-2

松﨑循環器内科 06-6422-6666 尼崎市塚口町1丁目16-6

南川クリニック内科 06-6423-0202 尼崎市塚口本町2丁目20-1

山城小児科医院 06-6421-4578 尼崎市塚口町1丁目10-16

あらい内科医院 06-6421-3023 尼崎市南塚口町1丁目12番23号

おぎの耳鼻咽喉科 06-6429-8787 尼崎市南塚口町2丁目1番2-310

クリニック肥田 06-6426-1516 尼崎市南塚口町3丁目4-27

小児科・内科 中野医院 06-6429-4533 尼崎市南塚口町1丁目12-6

杉原小児科内科医院 06-6429-8059 尼崎市南塚口町1丁目3-20

戸田医院 06-6429-7399 尼崎市南塚口町7丁目25-3

夏秋医院 06-6429-5020 尼崎市南塚口町1丁目11-9

橋本内科胃腸科医院 06-6426-7336 尼崎市南塚口町2丁目15-7

むらたに医院 06-6497-1616 尼崎市若王寺2丁目4-10

江崎医院 06-6493-3818 尼崎市東園田町9丁目1-13

久保医院 06-6493-1990 尼崎市東園田町5丁目7-7

くまがいこどもクリニック 06-6498-4455 尼崎市東園田町9丁目37-11

栗原医院 06-6497-3003 尼崎市東園田町5丁目118-1･102

曽根医院 06-4960-6863 尼崎市猪名寺1-20-27

高橋クリニック 06-6499-5515 尼崎市田能3丁目1-40

戸ノ内共立診療所 06-6497-1690 尼崎市戸ﾉ内町3丁目29-9

中川医院 06-6491-3971 尼崎市東園田町3丁目15-4

中家クリニック 06-6498-1158 尼崎市猪名寺2丁目2-10

藤田クリニック 06-6491-0567 尼崎市猪名寺2丁目15-30

ふじた内科 06-6493-7678 尼崎市東園田町5丁目18-3-1階

町塚医院 06-6491-9251 尼崎市東園田町4丁目108-2

矢野外科胃腸科医院 06-6493-0211 尼崎市東園田町4丁目144-12

安藤クリニック 06-6434-1531 尼崎市武庫之荘1-2-15

岡本医院 06-6436-5335 尼崎市武庫之荘1丁目22-11

釜本医院 06-6432-5738 尼崎市武庫元町1丁目28-11

きまた医院 06-6435-3300 尼崎市武庫之荘本町3丁目11-1

木村医院 06-6431-5338 尼崎市武庫之荘本町2丁目21-15

串田外科医院 06-6432-6752 尼崎市武庫之荘5丁目33-3

小泉クリニック 06-6432-7117 尼崎市西昆陽2丁目35-1

さくらいクリニック 06-6431-5555 尼崎市武庫元町2丁目12-1

谷口内科クリニック 06-6432-8385 尼崎市武庫豊町3丁目9-11

中山内科医院 06-6436-1843 尼崎市武庫之荘2-32-15

細見医院 06-6432-5500 尼崎市武庫元町1丁目22-3

山脇医院 06-6431-6670 尼崎市武庫之荘3丁目3番1号

西宮市

市立芦屋病院 0797-31-2156 芦屋市朝日ヶ丘町39番1

芦屋セントマリア病院 0797-23-1771 芦屋市大原町5-20

医療法人昭圭会南芦屋浜病院 0797-22-4040 芦屋市陽光町3-21

青い鳥クリニック 0797-21-6330 芦屋市大東町8-26

芦屋橋本クリニック 0797-21-3131 芦屋市業平町6-31

あずみクリニック 0797-25-1078 芦屋市松ノ内町6-23

アマツ耳鼻咽喉科医院 0797-22-8741 芦屋市船戸町5-26

いとう内科 0797-32-2030 芦屋市西芦屋町8-19

井村耳鼻咽喉科 0797-34-7744 芦屋市東山町27-5-1F

上田内科 0797-34-1878 芦屋市朝日ヶ丘町2-24

上塚耳鼻咽喉科 0797-22-5191 芦屋市打出小槌町8-10

大森医院 0797-32-3997 芦屋市浜風町3-4

加藤内科消化器科クリニック 0797-25-1211 芦屋市船戸町1-29-5Ｆ

上條医院 0797-34-0787 芦屋市高浜町7-2-105

かわもり小児科 0797-34-6321 芦屋市竹園町6-22

京極小児科 0797-31-2735 芦屋市楠町8-13

高内科 0797-38-0022 芦屋市東山町5-8-2F

さわだクリニック 0797-23-7117 芦屋市川西町8-13

重信医院 0797-31-2480 芦屋市西山町11-3

筋師医院 0797-23-0627 芦屋市岩園町7-26

鈴木小児科 0797-34-0766 芦屋市高浜町7-2-105

髙田診療所 0797-31-0680 芦屋市浜町10-5

多田医院 0797-32-3884 芦屋市打出小槌町13-5

冨永医院 0797-22-3823 芦屋市公光町10-20

中村内科 0797-23-0468 芦屋市精道町2-4

永松クリニック 0797-32-3399 芦屋市東芦屋町6-22

長澤クリニック 0797-25-0075 芦屋市船戸町2-1-107

ながれたに内科クリニック 0797-22-4592 芦屋市清水町10-6

野村医院 0797-22-5505 芦屋市伊勢町5-10

ハザマ耳鼻咽喉科 0797-31-3387 芦屋市茶屋之町7-20

平林医院 0797-22-3548 芦屋市浜町9-5-101 必ず事前予約

前川クリニック 0797-38-1212 芦屋市西蔵町4-5

松葉医院 0797-22-1641 芦屋市翠ヶ丘町1-4

松村内科クリニック 0797-31-0813 芦屋市伊勢町7-27

みむらクリニック 0797-32-5172 芦屋市大原町15-14 必ず事前予約

宮﨑内科クリニック 0797-25-2528 芦屋市春日町7-3-201

毛利耳鼻咽喉科・芦屋クリニック 0797-69-8741 芦屋市南宮町10-24

山本耳鼻咽喉科医院 0797-31-8226 芦屋市高浜町7-2-105

吉田内科クリニック 0797-38-7210 芦屋市茶屋之町2-21-305

古川耳鼻咽喉科医院 0797-23-4187 芦屋市大原町5-1

芦屋市休日応急診療所 0797-21-2782 芦屋市公光町5-13

原則として、全ての医療機関で受診可能（受診される前に医療機関にご連絡をお願いします）阪神南
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宝塚市立病院 0797-87-1161 宝塚市小浜4丁目5番1号

こだま病院 0797-87-2525 宝塚市御殿山1-3-2 成人に限る

宝塚病院 0797-71-3111 宝塚市野上2-1-2 成人に限る

宝塚第一病院 0797-84-8811 宝塚市向月町19-5 成人に限る

石本クリニック 0797-74-7166 宝塚市逆瀬川1-5-24 小児に限る

飯山内科クリニック 0797-80-1060 宝塚市中筋山手1-11-3 成人に限る

イナズミ小児科医院 0797-85-0019 宝塚市清荒神1-12-16 小児に限る

岩津外科胃腸科クリニック 0797-73-7591 宝塚市光明町1-9 成人に限る

入江医院 0797-88-0064 宝塚市平井1-7-24

内田医院 0797-73-5119 宝塚市高司2-7-2

梅村医院 0797-71-7151 宝塚市逆瀬川2-5-20 成人に限る

おのクリニック 0797-81-7315 宝塚市すみれが丘2-5-1-17

大西医院 0797-86-2478 宝塚市泉町21-3

川上診療所 0798-51-7341 宝塚市仁川北3-3-10 成人に限る

川勝クリニック 0797-85-8655 宝塚市湯本町6-18 成人に限る

かば内科クリニック 0797-87-2720 宝塚市中山寺1-15-4 成人に限る

かとうクリニック 0797-72-0051 宝塚市千種2-8-102

唐崎内科医院 0797-73-7300 宝塚市小林5-8-35

金川耳鼻科皮膚科 0797-89-7035 宝塚市山本東3-14-7 成人に限る

かめだこどもクリニック 0797-78-2867 宝塚市小林5-4-19 小児に限る

岸本医院 0798-52-0210 宝塚市鹿塩2-11-10 成人に限る

髙松診療所 0797-72-2585 宝塚市御所の前町15-21

岸本クリニック 0797-85-4101 宝塚市売布東の町13-27 成人に限る

くどう小児科 0797-87-8260 宝塚市安倉南3-1-14 小児に限る

栗田クリニック 0797-85-3733 宝塚市川面5-17-1 成人に限る

栗原医院 0797-76-5820 宝塚市南口2-4-11

くりやま内科 0797-73-0285 宝塚市中州2-6-31 成人に限る

合田外科 0797-71-2132 宝塚市光明町29-7 成人に限る

近藤診療所 0797-91-1119 宝塚市下佐曽利字欠7 成人に限る

後藤医院 0797-72-4031 宝塚市逆瀬川1-10-13 成人に限る

佐藤医院 0797-72-4365 宝塚市逆瀬川2-7-5 成人に限る

篠部医院 0797-86-9822 宝塚市売布3-4-6 小児に限る

柴田内科医院 0797-72-3014 宝塚市小林3-8-45 成人に限る

雲雀丘クリニック 072-759-2010 宝塚市雲雀丘山手1-14-25

清水外科胃腸科 0797-86-3933 宝塚市清荒神1-2-36 成人に限る

末岡内科医院 0797-88-8724 宝塚市山本丸橋3-1-6

杉本内科医院 0798-51-3286 宝塚市仁川北3-7-17 成人に限る

園田耳鼻咽喉科医院 0798-54-8768 宝塚市仁川北2-6-14 成人に限る

今泉クリニック 0797-72-3864 宝塚市逆瀬川2-4-3 成人に限る

田村クリニック 0797-77-3060 宝塚市伊孑志1-7-15

田中外科胃腸科 0797-71-3328 宝塚市小林4-7-47 成人に限る

寺林医院 0798-56-1414 宝塚市仁川北2-5-1 成人に限る

冨永診療所 0797-86-2620 宝塚市栄町1-1-9

豊坂小児科医院 0797-73-6708 宝塚市伊孑志4-2-68-101

中井医院 0797-72-2691 宝塚市逆瀬川1-1-19

中出医院 0797-86-3459 宝塚市金井町4-54 3歳以上に限る

仲原医院 0797-86-6251 宝塚市売布2-7-9

永田医院 0797-73-8186 宝塚市逆瀬台6-9-11

ながふじ小児科クリニック 0797-82-5711 宝塚市中筋5-10-23 小児に限る

難波医院 0797-71-0025 宝塚市宝梅1-4-3 成人に限る

野川医院 0797-86-6074 宝塚市星の荘2-20

野田耳鼻咽喉科 0797-73-1233 宝塚市南口2-5-30 成人に限る

蓮尾医院 0797-89-3858 宝塚市中山五月台2-2-2

三上内科クリニック 0797-71-2141 宝塚市光明町3-15 成人に限る

平田クリニック 0797-72-7711 宝塚市伊孑志3-8-20 成人に限る

広石医院 0797-72-6861 宝塚市逆瀬台1-11-4-203

樋渡耳鼻咽喉科 0797-87-0428 宝塚市栄町1-1-11

古山小児科医院 0797-71-3452 宝塚市末成町28-34

藤本医院 0797-87-5008 宝塚市川面5-4-3-102 成人に限る

増谷耳鼻咽喉科 0797-73-4187 宝塚市伊孑志3-8-15 成人に限る

松本医院 072-759-8123 宝塚市雲雀丘2-1-5

やまおか医院 0797-81-5667 宝塚市川面6-1-6

やなかクリニック 0797-83-6888 宝塚市川面4-9-5

安井内科 0797-86-4536 宝塚市川面5-10-35 成人に限る

山本医院 0797-86-0730 宝塚市売布2-14-16

山室医院 0797-86-2326 宝塚市湯本町4-4 成人に限る

仁川診療所 0798-51-1127 宝塚市仁川宮西町2-32 成人に限る

良元診療所 0797-71-7288 宝塚市大成町10-45

田中医院 0797-73-2848 宝塚市逆瀬台4-7-7

森クリニック 0797-77-7787 宝塚市伊孑志3-2-30

宝塚エデンの園附属診療所 0797-76-3810 宝塚市ゆずり葉台3-1-1 成人に限る

宝塚市国民健康保険診療所 0797-91-1230 宝塚市大原野字南穴虫1-85

児玉診療所 0797-85-5577 宝塚市川面3-24-9 成人に限る

阪神北
(1/2)

伊丹市
宝塚市
川西市
三田市
猪名川町
(1/2)
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圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

三田市民病院 079-565-8000 三田市けやき台3丁目1番1号

独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院 079-563-2121 三田市大原1314番地

平島病院 079-564-5381 三田市天神1丁目2-15

あおぞらクリニック 079-560-0325 三田市大畑字清水357-1

秋久医院 079-567-0020 三田市加茂1086-3

いなずみ内科・循環器科 079-559-2990 三田市中央町14-35

大坪胃腸科外科 079-563-3511 三田市南が丘1丁目39-23

木村クリニック 079-562-7627 三田市駅前町9-3

澤外科 079-563-2713 三田市屋敷町17-4

高平診療所 079-560-8030 三田市木器2227-3

武中内科クリニック 079-568-4567 三田市東本庄1086-1

とくやまクリニック 079-562-0002 三田市弥生が丘2丁目13-4

殿勝胃腸科クリニック 079-560-2760 三田市あかしあ台5丁目32-1

中井医院 079-568-6762 三田市西相野1018

長宗内科医院 079-564-0886 三田市弥生が丘2丁目13-3

なんりクリニック 079-553-6161 三田市高次2丁目13-1

坂東医院 079-562-0018 三田市富士が丘6丁目1-2

ひろせクリニック 079-565-9000 三田市学園7丁目1-5

藤村耳鼻咽喉科医院 079-565-5977 三田市すずかけ台2丁目3-1

松浦内科循環器科医院 079-565-3322 三田市すずかけ台2丁目3-1

円山医院 079-563-8641 三田市武庫が丘4-1-1

森本耳鼻咽喉科医院 079-563-2492 三田市中央町3-8

門中医院 079-567-0010 三田市広野32-3

山本医院 079-560-2800 三田市あかしあ台5丁目32-1

ごとう内科 079-567-3155 三田市福島148-1

ねごろクリニック 079-559-0537 三田市南が丘2-6-3

中田内科クリニック 079-563-5700 三田市駅前町1-38

公立学校共済組合近畿中央病院 072-781-3712 伊丹市車塚3-1

市立伊丹病院 072-777-3773 伊丹市昆陽池1-100

小児科については、平日の日勤帯（8:30～
17:00）は診療可。夜間及び休日（土・日・祝）
は、二次輪番当番日において、阪神北広域こども
急病センターあるいは近隣医療機関からの紹介患
者のみ受け入れ。

常岡病院 072-772-0531 伊丹市行基町2-5

伊丹大野診療所 072-777-7001 伊丹市大野1-3-2

いぬいこどもクリニック 072-771-7848 伊丹市中野北3-6-6

大歳医院 072-772-3750 伊丹市柏木町2-77

大橋クリニック 072-780-6399 伊丹市西野3-258

金島医院 072-783-0820 伊丹市昆陽字ハサ9-11

北岡内科 072-783-8851 伊丹市南本町1-2-17

さかもと小児科アレルギー科 072-771-6116 伊丹市伊丹1-6-2-103

佐藤小児科医院 072-773-0644 伊丹市中央2-1-17

しまだこどもクリニック 072-775-0337 伊丹市池尻1-202-2

水津耳鼻咽喉科 072-778-1187 伊丹市池尻1-141

竹中内科 072-770-3321 伊丹市西台2-3-12

巽医院 072-781-3456 伊丹市昆陽6-6

立山内科医院 072-781-1801 伊丹市鈴原町8-67

谷口耳鼻咽喉科医院 072-779-4851 伊丹市鈴原町9-388

富永医院 072-777-3451 伊丹市車塚2-82

クリニック内藤 072-777-7700 伊丹市中野北3-8-41

はばらクリニック 072-772-8027 伊丹市池尻4-9-14

林小児科内科 072-777-8843 伊丹市荒牧南4-1-72

原内科医院 072-777-6831 伊丹市昆陽字流19-2

山崎こどもクリニック 072-770-7330 伊丹市千僧6-103-7

市立川西病院 072-794-2321 川西市東畦野5-21-1

協立病院 072-758-1131 川西市中央町16-5

九十九記念病院 072-759-9020 川西市栄町10-4

いが小児科アレルギー科 072-790-1320 川西市平野3-18-19

イセキ内科クリニック 072-793-1077 川西市水明台1-1-161

礒崎医院 072-759-7938 川西市南花屋敷4-6-16

おだがき循環器内科クリニック 072-740-2010 川西市久代6-2-4-123

北川医院 072-757-0130 川西市栄町4-1

さくらホームケアクリニック 072-793-4000 川西市平野3-18-27

上月医院 072-792-3331 川西市多田桜木1-3-1

酒井内科 072-755-1937 川西市中央町6-7

宍戸医院 072-794-1196 川西市大和西1-49-8

杉町医院 072-758-8470 川西市小戸1-5-6

田上小児科医院 072-757-3111 川西市萩原台東1-264

たけもと小児科 072-759-6100 川西市栄町13-8

田畑クリニック 072-799-4765 川西市清和台東3-2-4

つちたにクリニック 072-792-8247 川西市新田3-3-6

田内科クリニック 072-756-8868 川西市中央町13-17

戸田医院 072-794-7778 川西市見野2-36-11-201

どばしクリニック 072-799-8777 川西市清和台東3-1-8

藤末医院 072-759-2952 川西市小花1-3-5

藤末医院 072-759-3829 川西市栄根1-8-17-101

三木内科胃腸科 072-758-5752 川西市加茂2-18-21

宮﨑医院 072-759-3345 川西市小花1-3-7

宮本内科小児科医院 072-799-0333 川西市清和台東5-2-60

元木クリニック 072-795-0066 川西市東畦野3-1-46

井坂医院 072-767-2236 川辺郡猪名川町つつじヶ丘2-5-2

船田医院 072-766-1300 川辺郡猪名川町松尾台3-2-2

生駒クリニック 072-767-2555 川辺郡猪名川町松尾台1-2-20

貴田医院 072-766-0003 川辺郡猪名川町若葉1-4-7

中村内科クリニック 072-767-2100 川辺郡猪名川町白金3-9-8

森田内科医院 072-767-2811 川辺郡猪名川町若葉1-39-1

クリニックヤマガミ 072-766-6368 川辺郡猪名川町伏見台4-4-21

阪神北
(2/2)

伊丹市
宝塚市
川西市
三田市
猪名川町
(2/2)
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圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

兵庫県立加古川病院 079-423-0001 加古川市加古川町粟津770-1 小児を除く

加古川市民病院 079-432-3531 加古川市米田町平津384-1 小児科に限る

笠井医院 079-452-0549 加古川市志方町志方町1482

はなぶさ小児科 079-431-1583 加古川市米田町平津403-3 要電話予約

伴小児科 079-432-2558 加古川市米田町平津446-10

天野内科クリニック 079-438-6007 加古川市神野町西条429-1

玉川医院 079-428-2028 加古川市上荘町薬栗458-2

山﨑記念クリニック 079-428-0025 加古川市上荘町井ノ口390-2 予約診療

今村内科医院 079-425-1181 加古川市加古川町篠原町111

岡内科クリニック 079-454-7002 加古川市加古川町溝之口498-7

水野医院 079-422-2123 加古川市加古川町寺家町48-2

いのまた循環器科内科 079-420-0123 加古川市加古川町友沢458-3 14:00～16:00診察、来院前に要電話予約

ほうらい外科胃腸科医院 079-420-7782 加古川市加古川町木村708

いなだ小児科 079-421-2168 加古川市尾上町池田2355

大西医院（尾上） 079-421-1223 加古川市尾上町旭3-58 午後診（15:30～18:30）で診察

おだけ内科循環器科 079-435-1740 加古川市別府町中島町51-2

衣笠医院 079-437-3223 加古川市別府町新野辺1259-1

多木クリニック 079-435-0555 加古川市別府町西脇2-48 場合によっては時間指定あり

ノザキクリニック 079-437-7161 加古川市別府町別府978-1 来院前に必ず電話予約

中山小児科 079-456-7510 加古川市野口町良野113-1

堀胃腸科外科 079-425-4188 加古川市野口町良野794-1 月～金、16:30～19:00

塩津外科胃腸科 078-942-0333 加古川市平岡町土山字東山1-20 診療時間内

中田医院 079-422-3720 加古川市平岡町新在家3-286-5

宮地医院 078-943-5678 加古川市平岡町土山158-3

サカネクリニック 079-435-3211 加古川市平岡町一色西2-201 診療時間内

島内科クリニック 079-441-1557 加古川市平岡町山之上228-2-1 午後診で診察

後藤医院 079-492-0065 加古郡稲美町国安479 要電話予約

沼田クリニック 079-492-1330 加古郡稲美町加古5345 診療時間内

三浦産婦人科医院 079-492-8811 加古郡稲美町加古21-2

河合医院 078-941-2255 加古郡播磨町野添城3-6-19

川野外科 079-435-3360 加古郡播磨町東本荘2-6-6

くろだ小児科 079-430-2111 加古郡播磨町南大中1-1-25

高砂市民病院 079-442-3981 高砂市荒井町紙町33-1

医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院 079-447-0100 高砂市中筋1-10-41

三木医院 079-442-2495 高砂市高砂町北本町1133-2

横山外科胃腸科医院 079-442-0377 高砂市高砂町朝日町2-8-28

まき小児科 079-443-7737 高砂市高砂町栄町373-1

川上神経内科 079-442-2188 高砂市高砂町栄町373-1

河野クリニック 079-444-2112 高砂市高砂町栄町373-1

ふせ耳鼻咽喉科 079-440-3060 高砂市荒井町東本町1-27

三木内科クリニック 079-443-8500 高砂市荒井町中新町5-3

山名小児科医院 079-448-1313 高砂市伊保崎南9-8

松本医院 079-447-0341 高砂市伊保3-15-18

みやけ小児科 079-443-3535 高砂市中島2-7-51

寺西内科 079-431-6151 高砂市米田町米田113-2

魚川医院 079-432-5226 高砂市米田町米田873-2

東高砂胃腸外科 079-432-1119 高砂市米田町古新305-1

阪本医院 079-432-2222 高砂市神爪1-11-15

野村医院 079-448-8131 高砂市中筋2-9-38

西垣医院 079-447-1019 高砂市阿弥陀町阿弥陀1173

東播磨
(1/2)

加古川市
高砂市
稲美町
播磨町
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圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

明石市立市民病院 078-912-2323 明石市鷹匠町1-33

社団法人明石市医師会立明石医療センター 078-936-1101 明石市大久保町八木743-33

（医）明仁会明舞中央病院 078-917-2020 明石市松が丘4-1-32

（医社）仁恵会石井病院 078-918-1655 明石市天文町1-5-11

譜久山病院 078-927-1514 明石市西明石北町3-1-23

（医）光明会明石病院 078-923-0877 明石市藤江1315

（医社）弘成会明海病院 078-922-8800 明石市藤江201

（医）誠仁会大久保病院 078-935-2563 明石市大久保町大窪2095-1

せいゆう会神明病院 078-935-9000 明石市大久保町大窪字山田2520

（医社）双葉会西江井島病院 078-947-5311 明石市大久保町西島653

野木病院 078-947-7272 明石市魚住町長坂寺字ツエ池1003-1

（医）伯鳳会明石はくほう会病院 078-947-0555 明石市魚住町錦が丘4-12-11

（医）公仁会 明石仁十病院 078-942-1921 明石市魚住町清水1871-3

（医）久仁会明石同仁病院 078-942-0305 明石市魚住町清水2183

佐野医院 078-912-7450 明石市松が丘1-15-3

さかねクリニック 078-919-0377 明石市松が丘2-3-7

西山クリニック 078-911-6652 明石市大蔵谷清水633-1

橋本ファミリークリニック 078-913-7615 明石市大蔵谷字狩口181-6-203

下村耳鼻咽喉科 078-918-3033 明石市大蔵谷字狩口193-5

米沢クリニック 078-919-6400 明石市朝霧町2-12-10

原井医院 078-911-8665 明石市東朝霧丘1-9

江本内科循環器科医院 078-919-0626 明石市東野町29-10

にしむらクリニック 078-911-4959 明石市東人丸町16-11

飯村医院 078-911-3495 明石市桜町14-7

谷医院 078-911-9495 明石市上ノ丸1-1-30

中務医院 078-918-2151 明石市上ノ丸2-3-32

東明会ひかりｸﾘﾆｯｸ 078-919-0366 明石市大明石町1-5-20

花川医院 078-912-2770 明石市本町1-3-11

えいこう小児科医院 078-911-7838 明石市本町2-5-13

長内科医院 078-911-3661 明石市樽屋町2-1

冨沢小児科医院 078-914-8225 明石市樽屋町11-11

中西医院 078-928-3646 明石市西新町1-4-1

山本内科 078-922-8121 明石市西新町2-2-3

そが内科クリニック 078-925-0811 明石市新明町7-25

藤本クリニック 078-928-9566 明石市和坂12-10

尾松医院 078-923-6737 明石市南貴崎町5-8

千頭医院 078-922-2403 明石市貴崎4-5-10

日下医院 078-928-3472 明石市西明石町5-9-1

永本医院 078-928-3399 明石市明南町1-4-10

かまだクリニック 078-920-2910 明石市鳥羽870

石田内科循環器科 078-926-1717 明石市小久保2-4-1

かなざわ小児科 078-924-0556 明石市西明石北町1-3-20

かきたクリニック 078-922-5510 明石市西明石南町2-10-5

志岐クリニック 078-925-2227 明石市西明石南町3-1-3

杜 医院 078-922-7775 明石市藤が丘2-11-10

山本クリニック 078-934-0180 明石市大久保町森田39

辻医院 078-935-2468 明石市大久保町高丘2-16-8

岡医院 078-935-8888 明石市大久保町高丘5-20-2

美保・英利内科医院 078-935-2022 明石市大久保町大窪511-14

おおくま内科胃腸科 078-936-0051 明石市大久保町大窪1924-1

中谷整形外科内科クリニック 078-934-6100 明石市大久保町大窪277-2

清クリニック 078-936-0317 明石市大久保町大窪249

いまいこどもクリニック 078-934-6667 明石市大久保町大窪1514-3-101

健会 高野内科 078-935-7557 明石市大久保町大久保町41-4

関小児科ｱﾚﾙｷﾞｰ科ｸﾘﾆｯｸ 078-937-3234 明石市大久保町大久保町15-8

吉村こどもクリニック 078-936-1122 明石市大久保町ゆりのき通1-4-2 Ⅲ-101

（医社）せいゆう会 神明クリニック 078-938-1717 明石市大久保町ゆりのき通2丁目2-4

おきがき耳鼻咽喉科 078-946-5331 明石市大久保町江井島915-1

三幸診療所 078-937-8460 明石市大久保町江井島1648-5

よこやま小児科 078-947-0562 明石市大久保町西島298-7

中山外科 078-935-6060 明石市魚住町金ケ崎370

せとやこどもクリニック 078-946-5375 明石市魚住町錦ケ丘1-10-34

平崎内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 078-959-8326 明石市魚住町錦が丘4-7-2

戸田内科・リハビリテーション科 078-947-5575 明石市魚住町錦ケ丘4-5-1

大国クリニック 078-948-3900 明石市魚住町西岡127-1

正井医院 078-946-0028 明石市魚住町中尾150

小山クリニック 078-944-0356 明石市魚住町清水202-1

鈴木内科クリニック 078-942-8811 明石市魚住町清水2265

姉崎外科医院 078-942-2472 明石市二見町東二見842

梅原医院 078-942-3824 明石市二見町東二見870-1

塩澤医院 078-943-5252 明石市二見町西二見767-1

太田クリニック 078-949-0388 明石市二見町西二見89-7

吉田医院 078-917-3336 明石市松が丘5-6-1

楯谷内科 078-946-4776 明石市大久保町江井島280-1

たかしな内科小児科クリニック 078-918-1136 明石市大明石町1丁目13-20

田路医院 078-918-1258 明石市桜町11-12

繁田医院 078-924-1004 明石市二見町東二見961

近藤内科・胃腸科 078-943-7500 明石市魚住町清水151-4

明石市
東播磨
(2/2)
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圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

北播磨

西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可町

姫路市

公立神崎総合病院 0790-32-1331 神崎郡神河町粟賀町385番地

立岩医院 0790-34-0033 神崎郡神河町寺前33-1

山本医院 0790-31-3200 神崎郡神河町福本562-1

平野病院 0790-22-1237 神崎郡福崎町西田原1479

（医法）城谷医院 0790-22-0064 神崎郡福崎町八千種2252

（医法）アキタケ外科医院 0790-22-5012 神崎郡福崎町福崎新73-3

（医法）吉田クリニック 0790-22-0004 神崎郡福崎町福田294-5

大沢医院 0790-22-0061 神崎郡福崎町西田原1239

松岡クリニック 0790-22-7885 神崎郡福崎町西田原1149-1

マサキ医院 0790-23-0010 神崎郡福崎町西田原104

藤川医院 0790-28-0012 神崎郡市川町屋形520-1

松岡医院 0790-27-1213 神崎郡市川町下瀬加1205-1

田隅内科医院 0790-26-2431 神崎郡市川町甘地804-12

龍野中央病院 0791-62-1301 たつの市龍野町島田667

たつの市立御津病院 079-322-1121 たつの市御津町中島1666

とくなが病院 0791-65-2232 たつの市神岡町東觜崎473-5

医療法人社団景珠会 八重垣病院 0791-75-1222 たつの市新宮町井野原531-2

兵庫県立西播磨総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
リハビリテーション西播磨病院

0791-58-1050 たつの市新宮町光都1-7-1

田渕内科医院 0791-63-2131 たつの市龍野町堂本48-6

森崎耳鼻咽喉科医院 0791-65-0018 たつの市神岡町西鳥井95

水野内科医院 0791-64-2605 たつの市龍野町日山220-2

中村医院 0791-72-5915 たつの市揖保川町神戸北山154-1

植田医院 079-322-0048 たつの市御津町釜屋218-6

藤末内科循環器科クリニック 079-322-3600 たつの市御津町釜屋99-15

公立宍粟総合病院 0790-62-2410 宍粟市山崎町鹿沢93

藤多医院 0790-62-0622 宍粟市山崎町青木329-2

かなたに医院 0790-64-0535 宍粟市山崎町生谷西垣内201-1

山中医院 0790-62-0036 宍粟市山崎町山崎6

ハリマ農業（同）みどり診療所 0790-72-2388 宍粟市一宮町東市場260

山岸診療所 0790-75-2011 宍粟市波賀町上野215

宍粟市国民健康保険千種診療所 0790-76-2017 宍粟市千種町西山88-1

太子病院 079-277-1616 揖保郡太子町鵤387

くわたクリニック 079-275-1567 揖保郡太子町福地365-1

なかしまこどもクリニック 079-228-2970 揖保郡太子町鵤43-1

冨岡外科 079-276-4185 揖保郡太子町糸井91-1

二ノ丸内科 079-277-0308 揖保郡太子町立岡123

森沢医院 079-276-0003 揖保郡太子町鵤1389-5

佐用共立病院 0790-82-2321 佐用郡佐用町佐用1111

岡本医院 0790-88-0605 佐用郡佐用町家内42

岡尾医院 0790-78-0034 佐用郡佐用町米田52-3

織田医院 0790-79-2206 佐用郡佐用町三日月280-1

相生市民病院 0791-22-7126 相生市栄町5-12

医療法人天馬会半田中央病院 0791-22-0656 相生市旭3-2-18

魚橋病院 0791-28-1395 相生市若狭野町若狭野235-26

河原医院 0791-28-0010 相生市若狭野町八洞55-1

福本医院 0791-22-0079 相生市那波大浜町24-26

中林内科医院 0791-23-5003 相生市双葉2-17-34

谷垣医院 0791-22-5080 相生市陸本町15-21

平田クリニック 0791-22-8650 相生市大島町11-30

赤穂市民病院 0791-43-3222 赤穂市中広1090

医療法人伯鳳会赤穂中央病院 0791-45-1111 赤穂市惣門町52-6

医療法人伯鳳会赤穂はくほう会病院 0791-45-1111 赤穂市加里屋字新町99

シオヤ外科胃腸科医院 0791-43-4712 赤穂市新田古浜56-1

石川整形外科医院 0791-45-1717 赤穂市中広881-4

梶原外科 0791-42-9934 赤穂市さつき町35-2

三木内科 0791-42-1771 赤穂市加里屋42-13

黒田医院 0791-43-5210 赤穂市元沖町51

赤穂中央病院附属ジャスコ診療所 0791-46-4666 赤穂市中広55-3

てんわかかりつけ医院 0791-43-7411 赤穂市鷆和95-34

医療法人豊寿会菅原病院 0791-52-6369 赤穂郡上郡町大持202-2

三浦医院 0791-52-0045 赤穂郡上郡町大持字蔵免173-14

森医院 0791-52-0711 赤穂郡上郡町山野里2339

光都プラザクリニック 0791-58-0088 赤穂郡上郡町光都2-23-2

原則として、全ての医療機関で受診可能（受診される前に医療機関にご連絡をお願いします）

西播磨

相生市
たつの市
赤穂市
宍粟市
太子町
上郡町
佐用町

原則として、全ての医療機関で受診可能（受診される前に医療機関にご連絡をお願いします）

中播磨

神河町
市川町
福崎町
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圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

公立豊岡病院 0796-22-6111 豊岡市戸牧1094番地

公立豊岡病院出石医療センター 0796-52-2555 豊岡市出石町福住1300

公立豊岡病院日高医療センター 0796-42-1611 豊岡市日高町岩中81

藤本医院 0796-32-3181 豊岡市城崎町来日128

尾松内科クリニック 079-642-0885 豊岡市日高町上石230-2

北見医院 079-642-5300 豊岡市日高町松岡347-1

谷垣医院 0796-44-0010 豊岡市日高町伊府660

長谷川クリニック 079-642-3955 豊岡市日高町国分寺400-13

あかまつ小児科 0796-22-0700 豊岡市九日市下町119

江本内科クリニック 0796-29-0333 豊岡市江本503

大井医院 0796-24-1001 豊岡市城南町8-12

小幡内科医院 0796-24-2511 豊岡市中陰376-22

小林こどもクリニック 0796-29-3353 豊岡市高屋987-3

しらゆり診療所 0796-24-7201 豊岡市小田井町17-1

田中クリニック 0796-29-3100 豊岡市正法寺631

中治内科クリニック 0796-24-1890 豊岡市京町5-43

中田医院 0796-28-2016 豊岡市瀬戸77-20

きょうこ内科クリニック 0796-24-7772 豊岡市寿町2-36

舟木内科医院 0796-22-3538 豊岡市京町3-21

由利医院 0796-22-2382 豊岡市大磯町9-53

中沢医院 0796-52-5803 豊岡市出石町本町66

平位医院 0796-52-0511 豊岡市出石町福住383-7

和田内科クリニック 0796-53-2788 豊岡市出石町町分131-3

豊岡市立高橋診療所 0796-55-0036 豊岡市但東町久畑126

豊岡市国民健康保険資母診療所 0796-56-0303 豊岡市但東町中山788

合橋診療所 0796-54-0011 豊岡市但東町出合76

公立香住病院 0796-36-1166 美方郡香美町香住区若松540

公立八鹿病院組合立村岡病院 0796-94-0111 美方郡香美町村岡区村岡3036-1

香美町国民健康保険小代診療所 0796-97-2023 美方郡香美町小代区城山301

下山医院 0796-36-3250 美方郡香美町香住区香住1828

公立浜坂病院 0796-82-1611 美方郡新温泉町二日市184-1

高木医院 0796-82-3001 美方郡新温泉町浜坂2074

古澤クリニック 0796-92-2600 美方郡新温泉町細田209-2

沢田医院 0796-92-2653 美方郡新温泉町湯90-1

あおぞらこどもクリニック 0796-82-0349 美方郡新温泉町芦屋130-1

公立八鹿病院 079-662-3135 養父市八鹿町八鹿1878番地1

井上医院 0796-64-0051 養父市浅野368-2

森医院 0796-65-0223 養父市堀畑82番地の28

アベ内科クリニック 0796-62-6559 養父市八鹿町国木93番地の1

脳神経外科枚田クリニック 0796-64-0199 養父市上野1168

田原医院 0796-62-1678 養父市八鹿町八木75番地

國屋医院 0796-62-2019 養父市八鹿町八鹿1520-1

公立豊岡病院組合立朝来和田山医療センター 0796-74-2021 朝来市和田山町竹田2021

佐藤医院 0796-79-2013 朝来市生野町口銀谷751

稲垣医院 0796-79-4108 朝来市生野町口銀谷2037

上垣医院 0796-72-2006 朝来市和田山町和田山47

浜野医院 0796-72-5351 朝来市和田山町寺谷684―6

小山医院 0796-74-0333 朝来市和田山町加都1578

馬庭内科医院 0796-73-2811 朝来市和田山町宮田216

西山医院 0796-76-2333 朝来市山東町矢名瀬町745

間島医院 0796-77-0054 朝来市新井705

木村医院 0796-77-0007 朝来市立野366-2

兵庫医科大学篠山病院 079-552-1181 篠山市山内町75番地

岡本病院 079-594-1616 篠山市東吹1015番地1

医療法人社団 みどり会 にしき記念病院 079-593-1352 篠山市西谷575番地の1

山鳥病院 079-557-0005 篠山市福住399番地

小畠内科クリニック 079-556-2800 篠山市西本荘448

ベテスダ・クリニック 079-552-6007 篠山市大熊64

小嶋医院 079-590-2350 篠山市北45-4

平野外科医院 079-552-0189 篠山市乾新町98

本山医院 079-552-0779 篠山市西町52-3

中野医院 079-594-2211 篠山市宇土355-1

あしだ内科医院 079-590-1500 篠山市大沢1-7-2

すぎもとボーン・クリニーク 079-506-3753 篠山市味間新64-4

西井外科 079-595-0221 篠山市波賀野新田135

篠山市国民健康保険今田診療所 079-590-3050 篠山市今田町今田17-1

砂山内科クリニック 079-594-5677 篠山市東吹1828-1

県立柏原病院 0795-72-0524 丹波市柏原町柏原5208番地1 紹介状が必要

柏原赤十字病院 0795-72-0555 丹波市柏原町柏原259番地1

医療法人 敬愛会大塚病院 0795-82-7534 丹波市氷上町絹山513番地

田中内科医院 0795-82-1040 丹波市氷上町成松258

中川内科医院 0795-77-0007 丹波市山南町谷川2198

田中外科医院 0795-77-0002 丹波市山南町谷川541

まつもと医院 0795-82-5153 丹波市氷上町谷村1515-1

吉積クリニック 0795-80-2233 丹波市氷上町成松494-1

足立クリニック 0795-82-1191 丹波市氷上町市辺584-3

大森医院 0795-87-0170 丹波市青垣町小倉845

青垣診療所 0795-87-0109 丹波市青垣町沢野114

中澤医院 0795-86-0014 丹波市市島町中竹田1162

吉見診療所 0795-85-0065 丹波市市島町市島358-8

竹田医院 0795-86-0732 丹波市市島町下竹田15-1

赤松医院 0795-74-0080 丹波市春日町黒井478-1

高見医院 0795-74-0061 丹波市春日町多利1795-1

ふなさか医院 0795-74-0085 丹波市春日町黒井894-6

丹波市休日診療所 0795-72-2480 丹波市柏原町柏原443

但 馬

篠山市
丹波市

丹 波

豊岡市
養父市
朝来市
香美町
新温泉町
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圏域 市町 病 院 名 電話番号 所在地 備考

インフルエンザ受診可能医療機関（平成21年8月25日現在） ※受診される前に医療機関にご連絡をお願いします

県立淡路病院 0799-22-1200 洲本市下加茂1-6-6

新淡路病院 0799-22-1534 洲本市上加茂43 同院に入院もしくは通院している人に限る

奥村小児科医院 0799-22-3623 洲本市物部495-4

鎌田医院 0799-27-0111 洲本市由良3-1-12

耳鼻咽喉科 香山医院 0799-24-1133 洲本市宇山3-1-20

木曽医院 0799-24-3200 洲本市宇山2-1-2

木村医院 0799-23-0099 洲本市大野1335

小出内科クリニック 0799-26-0333 洲本市宇山3-1-33

こだまクリニック 0799-24-3030 洲本市納215-1

さいか医院 0799-26-0313 洲本市木戸アグリ685
透析実施機関のため①受診に当たり必ず電話連絡
いただくこと②場合によってはお断りすることが
あること

神陽台クリニック 0799-32-1484 洲本市五色町鮎原神陽600-171

髙橋内科医院 0799-23-3556 洲本市宇原2243

滝川医院 0799-23-1666 洲本市桑間273

仲野整形外科医院 0799-22-0355 洲本市栄町3-1-24

菱川内科クリニック 0799-25-2455 洲本市栄町3-3-5

藤岡内科医院 0799-27-2500 洲本市由良2-6-7

三木内科医院 0799-23-9200 洲本市上物部1-2-9

三崎医院 0799-22-0059 洲本市栄町2-2-2

三根医院 0799-24-0030 洲本市栄町2-2-26

石濱内科医院 0799-24-5858 洲本市物部2-7-1

新見医院 0799-24-0213 洲本市本町3-1-27

洲本市応急診療所 0799-24-6340 洲本市港2-26

洲本市国民健康保険鮎原診療所 0799-32-0530 洲本市五色町鮎原西1-1

洲本市国民健康保険五色診療所 0799-33-0597 洲本市五色町都志大日707

洲本市国民健康保険堺診療所 0799-35-0560 洲本市五色町上堺75-4

医療法人社団順心会 津名病院 0799-62-7501 淡路市大町下66-1

東浦平成病院 0799-74-0503 淡路市久留麻1867

聖隷淡路病院 0799-72-3636 淡路市岩屋38

せいき医院 0799-62-0700 淡路市志筑1631ｰ1

粟田医院 0799-62-5000 淡路市志筑新島6-34

明石医院 0799-64-0005 淡路市生穂1760ー1

西海医院 0799-62ｰ1900 淡路市志筑3112-48

曽山医院 0799-62ｰ5566 淡路市志筑1391-9

とみもと小児科医院 0799-62-6266 淡路市志筑新島10-9

うえむら小児科内科クリニック 0799-62-6550 淡路市志筑新島6-11

くさわけ整形外科医院 0799-62-6930 淡路市志筑1718-1

伊月クリニック 0799-62-3021 淡路市志筑新島9-1

田中医院 0799-74-5558 淡路市久留麻1842-2

内田医院 0799-74-2009 淡路市仮屋247-2

有馬内科・消化器科 0799-75-2311 淡路市久留麻神田1907

岡田医院 0799-72-2537 淡路市岩屋985

中村クリニック 0799-73-2100 淡路市岩屋2942-14

大橋医院 0799-84-0066 淡路市育波122

小山外科胃腸科医院 0799-82-2166 淡路市浅野南126-2

淡路市国民健康保険北淡診療所 0799-84-0079 淡路市育波480ｰ5

細原医院 0799-85-0033 淡路市多賀1275

太田医院 0799-86-0605 淡路市江井2695

翆鳳第一病院 0799-45-0099 南あわじ市広田広田134-1

柴田診療所 0799-45-0414 南あわじ市広田広田306-3

たなか医院 0799-45-1599 南あわじ市広田広田865-7

福田耳鼻咽喉科 0799-45-1793 南あわじ市広田広田887-1

南あわじ市国民健康保険阿那賀診療所 0799-39-0668 南あわじ市阿那賀1279-1

福原医院 0799-36ｰ2017 南あわじ市湊569-1

バベ医院 0799-36-2048 南あわじ市湊66-1

滝川医院 0799-36-2230 南あわじ市松帆江尻7

大森診療所 0799-38-0054 南あわじ市津井1217-3

河崎医院 0799-42-2020 南あわじ市榎列掃守22-5

真野外科医院 0799-42-5555 南あわじ市市福永695-4

橋田医院 0799-42-0066 南あわじ市市青木94-5

高田医院 0799-42ｰ2610 南あわじ市市円行寺136-1

富本医院 0799-42-2053 南あわじ市榎列掃守396

斉藤内科クリニック 0799-43-2100 南あわじ市榎列小榎列206-1

すずき内科クリニック 0799-43-3188 南あわじ市市福永416-4

平山こども医院 0799-43-3008 南あわじ市榎列上幡多1428-1

中林病院 0799-42-6200 南あわじ市神代国衙1680-1

浦瀬医院 0799-52ｰ0239 南あわじ市福良乙280

穀内クリニック 0799-55-0059 南あわじ市北阿万新田中40

田中医院 0799-55-0619 南あわじ市阿万下町259

村野診療所 0799-54-0027 南あわじ市賀集福井1-2

渡辺医院 0799-50-3505 南あわじ市賀集480-1

海の里クリニック 0799-50-3533 南あわじ市福良甲1528-6

南あわじ市休日応急診療所 0799-53-1536 南あわじ市賀集八幡32-1

南あわじ市灘診療所 0799-56-0655 南あわじ市灘土生302

南あわじ市国民健康保険沼島診療所 0799-57-0030 南あわじ市沼島2368-1

淡 路
洲本市

南あわじ市
淡路市
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