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医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

あいしんクリニック泌尿器科 泌尿器科 熊内橋通7丁目1番13号　神戸芸術センター4階 078-252-1250

阿部クリニック 内科・循環器科 雲井通6丁目1番5号　コスモビル 2階 078-265-5577

いざわ内科クリニック 内科・循環器科 橘通4丁目12番18号 078-371-0888

磯尾医院 内科・小児科・皮膚科 国香通４丁目１番１６号 078-221-8095

井上心療クリニック 心療内科・精神科 元町通3丁目1番1号　メディカルビル翔貴6階 078-333-0051

井之上メディカルクリニック 内科・消化器内科 北長狭通2丁目5番9号　グランドプラザトーアビル4階 078-325-1585

今泉眼科 眼科 国香通1丁目1番1号　グランディア阪急春日野道駅前3階 078-222-0802

岩本診療所こうべ往診クリニック 緩和ケア内科・呼吸器内科・神経内科 野崎通4丁目2番17号 078-200-4141

うすき内科・循環器科 内科・循環器科 野崎通3丁目3番27号 078-271-1192

上野内科・糖尿病内科クリニック 内科 元町通2丁目8番14号　オルタンシアビル2階 078-391-7500

王子会　神戸循環器クリニック 循環器内科・心臓血管外科・放射線診断科 楠町6丁目11番5号 078-367-7222

王子クリニック 内科・循環器科・腎臓内科・人工透析 籠池通5丁目1番25号 078-271-0363

黄地内科クリニック 内科・循環器科
 北長狭通4丁目4番18号 078-321-2028

おおかど循環器科クリニック 循環器科・呼吸器科・外科 熊内橋通7丁目1番13号　神戸芸術センター4階 078-855-9151

岡川医院 内科 旭通4丁目1番38号 078-221-7700

岡クリニック 耳鼻咽喉科 生田町1丁目4番1号　ショダリ21 6階 078-230-1123

腎臓・泌尿器科 078-230-1331

岡田医院 内科・循環器科 元町通5丁目3番10号 078-351-1200

岡田クリニック眼科 眼科 布引町3丁目1番7号　神戸クリニックビル8階 078-231-7100

岡本医院 内科・小児科 二宮町4丁目9番11号 078-221-0522

■連携医【登録医療機関一覧 (医科) 】

社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 地域医療連携室

◎中央区

http://nttbj.itp.ne.jp/0783330051/index.html#
http://www.inoue-medical-clinic.com/#
http://www.kobe-oushin.com/#
http://usuki-clinic.life.coocan.jp/index.html#
https://uenonaika-clinic.com/#
http://oji-clinic.com/index.html#
http://ohkado-heart-clinic.com/#
http://okagawa-clinic.com/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

小川クリニック 内科・呼吸器科・外科 旭通5丁目2番17号 078-221-6308

置塩医院 内科・循環器科 下山手通2丁目12番3号 078-331-0980

小倉内科クリニック 内科 三宮町3丁目3番2号　常和神戸ビル6-B 078-333-2021

小沢医院 整形外科・内科 整形外科・内科・外科・呼吸器内科・消化器内科・リハビリテーション科・麻酔科 中山手通7丁目23番16号 078-341-5547

小田内科循環器科 内科・循環器科 中山手通4丁目17番1号 078-221-2220

小山田クリニック 内科・胃腸科 東川崎町1丁目3番6号　ＬＳ神戸１階 078-367-1330

海岸診療所 内科・循環器科・呼吸器科 海岸通2丁目3番10号 078-331-0838

かがやき糖尿病内分泌クリニック新神戸 糖尿病内科・内分泌内科・内科・アレルギー科・外科 北野町1丁目3番2号　コトノハコ神戸1階 078-241-1350

風間耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 上筒井通4丁目2番2号 078-222-0453

金沢クリニック 内科 加納町6丁目6番1号 078-331-0743

加茂皮フ科医院 皮膚科・アレルギー科 脇浜海岸通2丁目2番3号　ケーズデンキ3階 078-265-1112

川端医院 内科・外科・皮膚科 元町通3丁目1番20号 078-321-3412

菊地眼科 眼科 加納町４丁目４番１７号　ニッセイ三宮ビル５階 078-332-2000

北村クリニック 脳神経外科・神経内科 二宮町3丁目5番14号 078-261-3533

きむ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科・アレルギー科 脇浜海岸通2丁目2番3号　ケーズデンキ3階 078-242-3387

きむらクリニック 消化器科・内科・外科 吾妻通5丁目2番20号　賀川記念館1階 078-271-6340

木村内科 内科・循環器科・呼吸器科・消化器科 相生町3丁目1番2号 078-351-4114

クリニック王子 内科・外科・整形外科・放射線科 脇浜町3丁目5番7号 078-222-3305

鴻成クリニック 整形外科・内科・リハビリテーション科 日暮通6丁目4番15号　サンパレス北浦1階 078-242-2759

神戸きしだクリニック 内科・呼吸器内科・呼吸器外科・放射線科 楠町6丁目13番24号　2階 078-360-0811

こうべ神経内科ホームクリニック 内科・神経内科 多聞通2丁目4番4号　ブックローン神戸ビル東館6-Ｃ 078-335-6665

神戸元町県庁前クリニック 糖尿病・内分泌・一般内科 北長狭通4丁目6番15号リンズエムディ神戸元町2階 078-334-2255

こがた内科・ハーバーランドリウマチクリニック 内科・リウマチ科 東川崎町1丁目８番１号　プロメナ神戸３階 078-351-2555

小柴クリニック 消化器科・外科・整形外科 脇浜町3丁目5番22号 078-252-0997

小山クリニック 内科 御幸通3丁目1番20号 078-272-6220

http://www.ogawa-clinic.com/#
http://www.ogura-naika.com/#
http://okada-dmcl.jp/#
http://kanazawaclinic.jp/#
http://www.hat-hifu.com/#
http://kikuchieyeclinic.com/#
https://www.kitamuraclinic.jp/#
http://www.hat-mimi.com/#
http://www.kimuraclinic-kobe.com/#
http://www.kimura-naika.com/#
http://www.rakusan-med.jp/#
https://kobe-kishida-clinic.com/#
http://www.khcn.jp/#
http://motomachi.clinic/#
http://harborlandrc.ec-net.jp/KOGATA2/index.html#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

坂口クリニック 麻酔科・産婦人科 元町通4丁目3番16号 078-341-0038

三都ブレインクリニック 脳神経外科・神経内科 中山手通3丁目2番1号　トア山手ザ神戸タワー2階 078-392-3105

三宮かねはらクリニック 泌尿器科 北長狭通１丁目３１番２６号 078-331-4567

東雲診療所 内科・リハビリテーション科 東雲通1丁目4番24号 078-262-7236

しばきた消化器外科・肛門クリニック 肛門外科・消化器外科・胃腸内科 東川崎町1丁目８番１号　プロメナ神戸３階 078-361-2432

島田クリニック 精神科・神経科・心療内科 琴ノ緒町5丁目3番5号　グリーンシャポービル501号室 078-221-8805

島谷内科医院 内科・循環器科 花隈町19番9号 078-341-2186

順天診療所 呼吸器科・消化器科・循環器科・放射線科・婦人科・内科 楠町3丁目3番13号 078-341-7116

ジョイクリニック 内科・腎臓内科・漢方内科 磯辺通4丁目2番3号　ライオンズマンション三宮フラワーロード2階 078-251-5800

新神戸ウェルネスクリニック 消化器内科・婦人科・形成外科・美容外科・美容皮膚科 北野町1丁目1 078-272-0707

腎友会クリニック 内科 琴ノ緒町4丁目8番8号 078-241-8911

須田内科循環器科 内科・呼吸器科・循環器科 熊内町4丁目8番20号 078-252-1118

住友ゴム工業株式会社健康管理センター 内科・外科 筒井町2丁目1番1号 078-265-3159

髙田内科クリニック 内科・呼吸器科・循環器科 日暮通3丁目5番12号 078-221-8048

竹内医院 内科・循環器内科 下山手通8丁目17番23号 078-641-1150

竹田内科クリニック 内科 下山手通4丁目1番14号 078-391-3090

武富整形外科 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 中山手通1丁目24番4号　ドラゴンズビル4階 078-232-7277

竹村クリニック 内科 三宮町1丁目8番1号　サンプラザ319号室 078-391-3131

たつみクリニック 消化器科・外科・肛門科 加納町2丁目9番14号 078-252-2430

田中内科クリニック 内科・消化器内科・循環器科 楠町6丁目10番5号 078-361-2770

陳内科医院 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科 北野町2丁目6番2号 078-242-4600

坪井クリニック 内科・消化器内科・リハビリテーション科 港島中町6丁目14番地　ポートビアプラザＤ棟105号室 078-303-1455

トアロード形成美容クリニック 形成外科・美容外科・皮膚科 北長狭通3丁目12番15号　ゴールドウッズトアロードビル5階 078-333-1011

どいクリニック 胃腸科・外科 大日通7丁目1番4号　DOIマンション1階 078-271-0321

冨永クリニック 呼吸器科・放射線科・胃腸科 二宮町4丁目11番11号 078-231-0371

http://santobcl.com/index.html#
https://sannomiya.kanehara-clinic.jp/#
http://www.shinonome-cl.jp/#
http://shibakita-clinic.com/index.html#
http://www.isyadoko.net/clinic/0782218805.html#
http://www.junten.or.jp/#
https://joy-clinic.jp/#
https://medi-village.com/mall/wellness-clinic/#
http://www.jinyuukai-clinic.com/#
http://takecli.web.fc2.com/#
http://www.taketomi-seikei.com/#
http://tatsumi-clinic.com/#
https://www.tanakac.com/#
http://www.kayazono.com/#
http://www.tsuboi-cl.jp/#
http://www.tor-cl.jp/#
http://www.doi-cl.com/#
http://www.tominaga-cl.jp/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

内科　謝クリニック 内科・循環器内科・糖尿病内科 中山手通3丁目4番8号　大東ビル1階 078-939-8522

内科・循環器科　米田クリニック 内科・循環器科 海岸通4番地　新明海ビル4階 078-321-3300

中院クリニック 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・放射線科 浪花町59番地　朝日ビル8階 078-321-5588

中山内科クリニック 内科・アレルギー科 日暮通3丁目1番1号　トミーハイツ1階 078-271-7116

浪方医院 内科・小児科 相生町4丁目6番14号 078-341-1452

並木眼科 眼科 港島中町3丁目1番2号　神戸ポートビレッジ4号棟202号室 078-302-1677

西記念ポートアイランドリハビリテーション病院 内科・ 循環器科・ 消化器科・ リハビリ科・ 脳神経外科 港島中町8丁目5番2号 078-303-2424

西田医院 内科・小児科 若菜通4丁目2番4号 078-221-1412

にしはらクリニック 内科・消化器科 熊内町1丁目8番17号　プルミエール熊内1階 078-241-3110

脳神経内科　くすのき診療所 神経内科 東川崎町１丁目８番１号　プロメナ神戸３階 078-361-2800

野澤内科・循環器科 内科・循環器科 琴ノ緒町5丁目3番5号　グリーンシャポービル3階 078-222-6100

白クリニック 内科・麻酔科 旭通1丁目1番1号　サンピアビル市営旭一南住宅 2階 078-242-8733

HAT神戸つじ内科 内科・消化器内科・小児科 脇浜海岸通2丁目2番3号 HATメディカルモール3階 078-261-1005

はなクリニック 外科・整形外科・肛門科 東雲通1丁目7番4号 078-251-2487

はやし女性クリニック 産婦人科 楠町5丁目1番13号 078-351-1688

東神戸診療所 内科・精神科・外科 八雲通6丁目2番14号 078-231-9031

平川医院 内科・消化器科 大日通4丁目3番21号 078-221-3883

福本クリニック 消化器科・外科 東川崎町1丁目7番4号　ダイヤニッセイビル7階 078-360-0400

福家診療所 内科 中山手通3丁目12番13号 078-241-0035

藤井内科医院 内科・呼吸器科・循環器科 布引町4丁目3番21号 078-221-2616

ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック 内科・循環器科・リハビリテーション科 磯上通3丁目2番2号 078-251-1818

フラワーロード服部内科 内科・循環器科・呼吸器科 布引町3丁目1番7号 神戸クリニックビル2階 078-222-5566

フラワーロードのむら肛門クリニック 肛門外科 布引町3丁目1番7号 神戸クリニックビル5階 078-241-2727

本庄メディカルクリニック 内科・消化器科・放射線科 中山手通3丁目2番1号　トア山手ザ・神戸タワー2階 078-599-5980

松川神経科診療所 内科・精神科・神経科・精神神経科 中山手通4丁目3番11号 078-231-6018 

http://sha-clinic.com/#
http://www.nakanoin.or.jp/#
https://nakayama-naika.net/#
https://www.nmp-riha.jp/#
http://www.nishiharaclinic.com/#
http://kusunoki-cl.net/index.html#
http://www.doc-nozawa.com/#
http://hat-naika.com/#
https://www.hayashi-ladiesclinic.com/#
http://budounoki.tonosama.jp/#
http://www.hattori-naika.com/index.htm#
https://nomura-koumon.com/#
https://honjomedicalclinic.com/#
http://www.shouzenkai.clinic-hp.com/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

松田眼科クリニック 眼科 三宮町3丁目3番2号 078-333-6871

松葉眼科医院 眼科 三宮町1丁目8番1号　さんプラザ 302号室 078-391-4901

松田・神戸クリニック 内科 御幸通5丁目2番5号　御幸通ビル7階 078-272-6565

松本胃腸科クリニック 内科・胃腸科・皮膚科・肛門科 北長狭通5丁目1番21号　 福建会館ビル2階 078-367-3760

間森診療所 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科 御幸通8丁目1番6号　神戸国際会館13階 078-231-2113

丸山耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 八雲通3丁目3番15号 078-221-1303

みうら泌尿器科クリニック 泌尿器科 北長狭通４丁目８番３号　元町結縁ビル１階 078-334-7734

みつみや大腸肛門クリニック 肛門科・胃腸科 八幡通4丁目2番13号　フラワーロード青山ビル6階 078-231-3238

みなと元町内科クリニック 内科 海岸通6丁目2番14号 078-371-8026

めぐみクリニック 消化器科・外科・整形外科 港島中町3丁目1番2号 078-302-2522

元町ＨＤクリニック 内科 北長狭通3丁目6番3号 078-321-6800

本山クリニック 内科・循環器科 吾妻通6丁目4番17号 078-272-1288

森寺内科 内科 生田町1丁目4番1号　ショダリ21 5階 078-262-0305

柳筋診療所 内科・小児科・放射線科 旗塚通5丁目1番25号 078-231-2335

ヤマウチクリニック 内科・消化器科 筒井町3丁目12番7号　フィオーレビーア101号室 078-271-7911

山下レディースクリニック 婦人科・産婦人科 磯上通7丁目1番8号　三宮インテス 4階 078-265-6475

やまだ整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 割塚通７丁目２番１号　コンフォート春日野２階 078-262-6780

山根クリニック 内科・循環器科・リハビリテーション科 中町通2丁目2番17号 078-362-5533

山本眼科 眼科 中山手通4丁目2番9号 078-321-0522

ゆう透析クリニック 血液透析科 雲井通4丁目2番2号　マークラー神戸ビル11階 078-291-5871

ゆかりレディースクリニック 産科 三宮町1丁目4番9号　ウエシマ本社ビル3階 078-391-7887

楊小児科医院 小児科 中山手通3丁目4番7号 078-332-7277

よしこクリニック 内科・消化器内科 下山手通５丁目１２番１７号 078-341-2975

レディスクリニックハヤシ 婦人科 明石町3232番地 明海ビル901号室 078-393-8840

若栄クリニック 精神科・神経科・心療内科 花隈町3番3号　メトロハイツ花隈ビル2階 078-360-1152

http://www.matsuda-eyeclinic-kobe.com/#
http://www.matsuba-ganka.com/#
https://matsuda-kobe.clinic/#
http://matsumoto-clinic.jp/#
https://muc-kobe.jp/#
https://megumiclinic.com/information/#
http://www.ycl.ne.jp/#
http://www.ylc.jp/#
https://yamada-ortho.chanyama.com/#
http://www.yamane-clinic.com/#
http://www.yu-toseki.jp/#
http://www.yukari-clinic.com/#
http://yoshiko-clinic.com/#
http://www.clinic-hayashi.com/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

若栄内科循環器科医院 内科・循環器科 中山手通１丁目２０番６号 078-221-5033


