
令和3年7月2日 現在

　予約にあたっては、各医療機関に受診時等に直接お問い合わせください。
通常診療に支障をきたすことが想定されますので、電話での問い合わせはお控えください。

　※公表に同意いただいた医療機関のみ、地区別・町名五十音順に掲載しています。
 なお、医療機関によっては、既に予約が終了している場合もあります。

 また、かかりつけの範囲は医療機関により異なります。

地区 病院名 住所
かかりつけ
患者のみ

地区 病院名 住所
かかりつけ
患者のみ

大藤診療所 開明町2丁目43 長洲診療所 長洲西通2丁目9-7

あまがさき森内科・内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 神田中通3-49 伊東外科医院 長洲東通1丁目7-10

ナニワ診療所 神田中通9丁目291 上野医院 西川2丁目27-15 ●

にしむら胃腸科外科医院 神田南通2丁目35-1 中井医院 浜2丁目5-9 ●

堅田医院 神田南通4丁目103 大藤第三診療所 浜3丁目21

緑清会樋口胃腸病院 昭和通1丁目17-6 しまたに泌尿器科クリニック 稲葉荘2丁目6-20-2F

近藤病院 昭和通4丁目114 ● おおはら内科循環器科クリニック 稲葉元町2丁目16-27 ●

築地医院 築地3丁目2 13 鈴木耳鼻咽喉科医院 大庄北4丁目18-1

さくら内科クリニック 西難波町1丁目11-10 本田診療所 大庄西町2丁目29-15

山口内科整形外科 西難波町1丁目31-4 小川医院 道意町4丁目40-3

かもいクリニック 西難波町3丁目23-8 井上小児科 栗山町1丁目23 32

しのざき医院 西難波町3丁目29-10 鈴木クリニック 栗山町2丁目13-1 ●

佐藤脳神経外科・内科クリニック 西難波町5丁目2-16 ● 白川内科 塚口町1-20-5

柳井医院 西本町8丁目371-1 貝塚クリニック 立花町1丁目14-8 ●

いまきたﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 東難波町3丁目10-20 ゆたかクリニック 立花町1丁目5 15

高診療所 御園町21-1F-102 尾崎医院 立花町3丁目16-30

高クリニック 杭瀬北新町2丁目3-13 立花病院 立花町4丁目3-18 ●

浅野クリニック 杭瀬本町1丁目27-21 はしもとクリニック 塚口町1丁目15-4 ●

尼崎中央病院 潮江1丁目12-1 ● 松﨑循環器内科 塚口町1丁目16-6 ●

美濃内科 潮江1丁目29-10 ● 上原口泌尿器科 塚口町1丁目21-2 ●

渡部眼科 潮江1丁目3-43-2F 大石医院 塚口町1丁目22-17 

てらだ内科クリニック 潮江1丁目4-2-202 ウィメンズクリニック横田 塚口町1丁目24-2

潮江診療所 下坂部1丁目7-7 なかのクリニック 塚口町2丁目29-1 ●

にこにこクリニック 下坂部2丁目2-10 北村クリニック 塚口町6丁目20-13

第一診療所 常光寺1丁目27-21 兵頭内科眼科・ハートクリニック 塚口本町1丁目21-5

やまもと内科クリニック 次屋2丁目13-23 ● 南川クリニック内科 塚口本町2丁目20-1

かいべクリニック 長洲西通1丁目4-15-2F 耳鼻咽喉科あらいクリニック 塚口本町3丁目29-25-1F
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森クリニック 塚口本町3丁目32-20 ● 中家クリニック 猪名寺2丁目2-10 ●

深江医院 七松町1丁目10-20 かねこ内科循環器クリニック 猪名寺3丁目5-15-2F ●

瀬尾クリニック 七松町1丁目2-1-302 森川内科クリニック 上坂部1丁目4-1

皮フ科・形成外科かんだクリニック 七松町1丁目2-1-601D 三宅医院 食満5-14-1 ●

めぐみ内科・糖尿病内科 七松町1丁目9-2-3F 阪神医療生協 第三診療所 食満7丁目7-11 ●

勝谷医院 七松町2丁目17-21 小中島診療所 小中島2丁目8-8 ●

立花三和クリニック 西立花町2丁目1 8 高橋クリニック 田能3丁目1-40

きたつじクリニック 西立花町3丁目1-1 戸ノ内診療所 戸ﾉ内町3丁目29-8 ●

飛松内科胃腸科医院 水堂町1丁目1-6 ● 戸ノ内共立診療所 戸ﾉ内町3丁目29-9

きむらたくや整形外科ｸﾘﾆｯｸ 水堂町1丁目3-1 なりた医院 若王寺2丁目4-10

辻岡医院 南七松町1丁目2-3 ● 園田病院 東園田町2丁目48-7

あいだクリニック 南武庫之荘2丁目22-12 はくほう会セントラル病院 東園田町4丁目-1-102

第２あすか診療所 南武庫之荘3丁目30 12 栗原医院 東園田町5丁目118-1-102

槇林内科医院 南武庫之荘3丁目6-12 ● 産科婦人科衣笠クリニック 東園田町9丁目10-1 ●

小泉クリニック 西昆陽2丁目35-1 ● くまがいこどもクリニック 東園田町9丁目37-11

つだ内科・脳神経内科 南武庫之荘1丁目12-1 夏秋医院 南塚口町1丁目11-9 ●

高原クリニック 南武庫之荘1丁目15-5 ● あらい内科医院 南塚口町1丁目12-23

わたなべクリニック 南武庫之荘1丁目18-1-101 ● 小児科・内科　中野医院 南塚口町1丁目12-6

とみた脳神経クリニック 武庫之荘1丁目18-5 ● 伊藤産婦人科医院 南塚口町1丁目7-5

いがらし耳鼻咽喉科 武庫之荘1丁目5-7 ● よこた芳友クリニック 南塚口町2丁目21-29

堀内小児科 武庫之荘2丁目5-2-201 おかもとクリニック 南塚口町2丁目34-9 ●

山脇医院 武庫之荘3丁目3-1 ● 松本整形外科 南塚口町2丁目35-1 ●

みやうちクリニック 武庫之荘4丁目10-5 ● 高田循環器内科 南塚口町3丁目1 21

串田整形外科・リウマチ科ｸﾘﾆｯｸ 武庫之荘5丁目33-3 黒田医院 南塚口町3丁目8-15 ●

細川内科医院 武庫之荘6丁目25-15

中村クリニック 武庫元町1丁目27-1

脇坂憲昭記念循環器クリニック 武庫元町2丁目12-1-101
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