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医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

青山医院 外科、消化器内科、肛門外科 甲南町1丁目4番18号　パークノヴァ本山101号室 078-452-1005

赤松クリニック 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 田中町3丁目8番15号 078-451-6111

阿部整形外科リウマチ科クリニック 整形外科・リウマチ科 向洋町中2丁目10番地　六甲アイランドビル2階 078-846-2004

阿部内科循環器科 内科・循環器科 森南町2丁目1番13号 078-431-2313

生田整形外科クリニック 整形外科・リハビリテーション科 御影中町1丁目16番20号　ポラリス御影4階 078-858-8870

池田診療所 内科・小児科・産婦人科 森北町2丁目2番3号 078-451-1331

池村クリニック 内科 本庄町3丁目5番2号 078-412-6200

石川クリニック 泌尿器科・心療内科 御影中町3丁目1番8号 078-854-3322

井手クリニック 外科・消化器内科 田中町１丁目１３番２２号 078-413-1119

岩谷内科医院 内科・消化器科 甲南町3丁目7番26号 078-435-4774

うおざき駅前五郷皮フ科 皮膚科 魚崎中町4-6-15 第二松原ビル1F 078-451-4112

うさみ内科クリニック 循環器内科 住吉宮町６丁目１４番１７号 078-845-2500

うはらクリニック 内科・老年内科・呼吸器外科・在宅医療 魚崎北町5丁目６番１２号 078-452-6666

うめがき診療所 内科・呼吸器科 青木6丁目6番11号 078-453-7700

エレガーノ甲南クリニック 内科・消化器科 本山南町3丁目3番1号 078-411-9607

おおつか内科・消化器内科・ＩＢＤクリニック 内科・消化器内科 本山南町８丁目１番８号そうごうメディカルモール本山南１階 078-452-8008

かしもと眼科医院 眼科 森南町1丁目9番7号　オルシア甲南山手201号室 078-452-2022

川北クリニック 外科・消化器科・肛門科 甲南町3丁目9番8号 078-452-1361

かわさき整形外科クリニック 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 本山南町８丁目１番８号 そうごうメディカルモール本山南１階 078-436-0672

川島クリニック 外科・整形外科・リハビリテーション科 深江南町1丁目12番13号 078-411-2600

■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

◎東灘区

http://website2.infomity.net/8190000127/#
http://akm.jp/#
http://www.abeclinic-rokkoisland.com/#
http://www.abe-naika.net/#
http://iwataninaika.sakura.ne.jp/#
https://uozaki-gogo.com/#
https://usami-naika.com/#
http://www.umegakiclinic.jp/#
https://otsuka-cl.com/#
https://kashimoto-eye-clinic.com/#
https://kawasaki-seikei.jp/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

河原医院 内科・消化器内科・糖尿病内科 住吉本町2丁目12番3号 078-851-2206

神吉外科内科 内科・消化器科・外科・整形外科 御影中町1丁目17番8号 078-841-0099

きたむらクリニック 消化器内科・内科・肛門科・外科 御影2丁目32番6号 078-858-2000 

きのしたクリニック 内科・消化器内科 御影本町４丁目１０番１号　ＶＩＥＲＲＡ御影３階 078-891-5346

清成外科内科医院 内科・消化器科・外科 住吉宮町3丁目10番12号 078-851-5180

清原整形外科医院 整形外科・リハビリテーション科・外科 魚崎中町3丁目5番4号 078-451-4578

工藤循環器内科 循環器科 田中町5丁目1番5号　ネオハイツ本山西 101号室 078-453-0061

口分田玄瑞診療所 内科・放射線科・麻酔科 本山北町2丁目6番5号 078-411-2300

小谷医院 内科・小児科・放射線科 深江南町2丁目8番7号　マンション西芦屋105号室 078-452-8031

小林クリニック 内科・泌尿器科 御影群家1丁目30番17号 078-846-5330

小林整形外科クリニック 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科 森北町1丁目7番13号　アーク玉谷ビル2階 078-412-2177

是則医院 内科・小児科 御影郡家1丁目32番17号 078-851-6082

小屋医院 内科・消化器科・循環器科 住吉南町5丁目6番19号 078-851-9730

坂井瑠実クリニック 内科・泌尿器科 御影本町2丁目11番10号 078-822-8111

坂田医院 内科・小児科 御影本町6丁目2番19号 078-851-2047

産科婦人科　ナカムラクリニック 産科・婦人科 御影本町2丁目9番1号 078-851-0031

しらさかクリニック 神経内科・小児科 向洋町中１丁目１４イーストコート２番街１０３号 078-821-3393

杉原医院 内科・呼吸器科・小児科 本山南町2丁目1番8号 078-411-9275

杉原クリニック 胃腸科・外科・リハビリテーション科 住吉宮町4丁目4番1号　キララ住吉212号室 078-841-4976

住吉川病院 内科・外科・人工透析内科・糖尿病内科・神経内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 甲南町5丁目6番7号 078-452-7111

せき川クリニック 内科・消化器内科 田中町1丁目6番11号　毛利ビル2階 078-436-0335

そうえん整形外科 骨粗しょう症・リウマチクリニック 整形外科・リウマチ科 岡本2丁目14番10号 078-413-0088

創生会クリニック 内科 深江本町3丁目8番22号 078-441-1234

たかくら内科・循環器科 内科・循環器科 本山南町9丁目8番37号　ナカタカナモノビル1階 078-435-0656

瀧口クリニック 外科・胃腸科 青木5丁目2番17号 078-413-0800

http://website2.infomity.net/8190000222/#
https://www.kkinoshita-clinic.com/#
http://www.osusume-dr.com/doctors/kansai/kiyoharaseikeiH260052.html#
http://junkankika.web.fc2.com/kudoh-junkankika/index.html#
http://kumode-genzui.jp/#
http://www.kobayashi-clinic.net/#
http://kobayashiseikeigeka.net/#
http://www.sakairumiclinic.jp/#
http://www.nakamura-lc.com/#
http://www.mediawars.ne.jp/~yukisss/#
http://sugiharaiin.medical-hp.net/#
https://sekikawa-cl.com/#
http://www.myclinic.ne.jp/takakura/#
http://www.takiguchi-clinic.or.jp/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

たなか内科クリニック 内科 御影山手1丁目4番9号　クリニックイムーブルＫ201号室 078-858-7114

田中内科循環器内科クリニック 内科・循環器科・アレルギー科 御影中町1丁目16番20号　ポラリス御影1階 078-219-9986

谷尻医院 内科・消化器科・循環器科・小児科 御影本町4丁目10番6号 078-851-3439

塚本耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科・アレルギー科 御影塚町2丁目12番1号 078-856-5580

つじもと内科・循環器内科 内科・循環器内科 森北町1丁目7番13号 078-412-8831

土田クリニック 泌尿器科・内科・循環器科 北青木3丁目8番31号 078-441-6610

冨田クリニック 内科・消化器科 森南町1丁目12番19号 078-436-3411

登村レディスクリニック 産婦人科 御影本町4丁目11番5号 078-841-3599

中川医院 内科・小児科 深江北町3丁目4番22号 078-431-6880

長坂医院 内科 岡本2丁目4番11号 078-451-3611

なかじま内科 内科・呼吸器科・循環器科・アレルギー科 御影中町1丁目8番3号 078-851-1857

長間医院 内科・消化器科・小児科・胃腸科 森南町2丁目1番23号 078-453-7322

成山クリニック 消化器科・外科・整形外科・肛門科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 本山南町4丁目1番3号 078-452-8898

西川クリニック 内科・胃腸科・外科 甲南町4丁目9番20号 078-441-7100

西口医院 内科・小児科・放射線科 本山南町4丁目2番3号 078-451-1321

にしぐち眼科 眼科 田中町1丁目11番20号 078-412-4141

にじいろクリニック 内科・糖尿病内科・消化器内科 田中町2丁目9番10号 078-413-3333

のだ整形外科クリニック 整形外科・リハビリ科 住吉本町1丁目7番2号　石橋ビル2階 078-858-8208

のぶさわ内科医院 内科・循環器内科 甲南町3丁目8番17号 078-453-1228

羽間医院 内科・小児科 田中町3丁目10番1号 078-411-9550

橋本クリニック 消化器科・外科 住吉本町1丁目7番2号　石橋ビル３階 078-846-6035

はま内科はーとクリニック 内科・循環器内科 深江北町3丁目4番23号 078-855-3933

原田医院 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・整形外科 御影郡家2丁目19番14号 078-841-0633

はんやく皮フ科クリニック 皮膚科 本山南町9丁目7番26号　サンビルディング3階 078-436-7111

ばん皮膚科・形成クリニック 形成外科・皮膚科 岡本１丁目３番１９号　プロヴィデンス岡本２階 078-452-5412

http://www.myclinic.ne.jp/tanakamikage/pc/#
http://www.myclinic.ne.jp/tanaka_cl/pc/#
http://tanijiri.com/#
http://tsujimoto-naika.com/#
http://www.tomura-lc.com/#
http://nakagawaiinn.com/#
https://kobe-seki-nmc.com/#
http://nagama-iin.byoinnavi.jp/pc/#
http://www.nishikawa-clinic.net/#
http://www.nishiguchi-eye.com/#
https://nijiiro-clinic.jp/#
http://www.nodaseikei.com/#
https://nobusawa-naika.jp/#
https://www.thclinic.jp/#
https://itp.ne.jp/info/285930314108071110/#
http://www.banhifukeisei.com/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

藤尾医院 内科・眼科 青木5丁目7番7号 078-411-5198

藤田医院 内科・消化器科・眼科 北青木3丁目4番20号 078-411-7796

藤原内科クリニック 内科・消化器科 本山南町9丁目4番32号 078-412-8580

細井整形外科 整形外科 青木6丁目6番11号　井上ビル2階 078-436-2200

堀本医院 呼吸器科・循環器科・外科 岡本4丁目4番23号 078-411-6991

松井クリニック 消化器科・外科・リハビリテーション科・胃腸科 向洋町中7丁目1番5号　ウエストコート１１番街102号室 078-857-2001

まつい心療クリニック 神経科・心療内科・精神神経科 岡本2丁目4番15号 078-451-5611

マツオカそらいろクリニック 内科・呼吸器内科・アレルギー科 田中町1丁目2番12号　ドゥースモトヤマ1階 078-431-8100

まつだ内科クリニック 内科・循環器科・消化器科 岡本1丁目6番12号 078-414-4114

松田耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科・アレルギー科 森南町1丁目5番1号　甲南山手セルバ130号室 078-441-6200

松原眼科クリニック 眼科 住吉宮町4丁目4番1号　キララ住吉2階 078-857-1146

まつもと泌尿器科 泌尿器科 御影山手1丁目4番9号　クリニックイムーブルＫ4階 078-855-0855

まりこ中町内科 内科・循環器科・呼吸器内科 魚崎中町1丁目9番11号　YMビル魚崎中町1階 078-452-0202

三浦内科クリニック 内科 本山南町9丁目7番26号 078-431-0055

御影ごきげんクリニック 整形外科・リハビリテーション科 御影郡家2丁目16番10号 078-223-5599

三上内科クリニック 内科・循環器内科 兵庫県神戸市東灘区向洋町中3丁目2-2 078-855-5031

深山医院 内科 深江本町3丁目2番26号 078-453-2233

宮脇内科医院 内科・循環器科 本山北町3丁目4番11号 078-452-5657

村田クリニック 内科・消化器科・放射線科 魚崎北町5丁目9番5号 078-411-1078

村田泰正クリニック 呼吸器科・循環器科・外科 森南町1丁目5番1号 078-436-1088

目黒医院 呼吸器科・消化器科・外科 田中町1丁目3番22号 078-435-1580

森垣胃腸科外科 消化器内科・外科・肛門科・リハビリテーション科 御影1丁目12番9号 078-851-0300

もりレディースクリニック 産科・婦人科 本山北町2丁目9番7号 078-412-3935

やすまるクリニック 内科・消化器内科 住吉本町3丁目4番15号　インターメディックビル3階 078-846-2244

やながわクリニック 呼吸器科・消化器科・外科 住吉本町1丁目1番2号 078-811-6100

http://www.fujioiin.com/#
http://www.horimoto-clinic.com/#
http://www.matui-heartcare.jp/#
http://www.solairo-clinic.com/#
http://www.matsuda-cl.net/#
http://www.matsumoto-hinyoukika.jp/#
https://miura-naika-clinic.com/#
http://www.mk-gokigen.com/#
http://www.mori-lc.jp/#
http://yanagawa-clinic.mj-system.net/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

山形耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 北青木3丁目4番19号 078-441-2739

やまぐち内科医院 内科・循環器科 魚崎南町5丁目13番1号 078-435-1220

山崎産科婦人科医院 産婦人科 住吉東町2丁目4番38号 078-851-6490

山村内科循環器科 内科・循環器科 御影本町2丁目15番2号 078-822-7800

吉岡クリニック 外科・胃腸科 本山中町3丁目1番1号 078-411-7909

吉田眼科 眼科 深江北町3丁目4番22号 078-451-2277

吉田小児科医院 小児科 鴨子ケ原3丁目2８番33号 078-841-3987

よつば診療所東灘 呼吸器内科 深江北町4丁目11番6号1406号室 078-940-0051

吉野脳神経外科クリニック 脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科 森南町1丁目6番2号　甲南山手ビル2階 078-453-5600

り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 住吉本町3丁目4番15号　インターメディックビル1階 078-822-5055

りひと内科クリニック 内科・外科・アレルギー科 田中町１丁目１４番２３号　ハイツ本山１０４号室 078-411-0143

http://www.eonet.ne.jp/~yamagugu/#
http://yamasaki-lc.ftw.jp/index.html#
http://www.yoshioka-clinic.net/#
https://yotsuba-higashinada.com/#
http://yoshino-reha.com/clinic/#
https://www.rihito-naika.com/#

