日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医名簿

兵庫県地方部会 263名
（2019年5月31日現在）
氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

赤埴 詩朗

660-8511 尼崎市稲葉荘3-1-69

関西労災病院

06-6416-1221

芦名 真也

654-0022 神戸市須磨区大黒町2-1-11フェニックスビル2F

芦名耳鼻咽喉科医院

078-733-0250

前田耳鼻咽喉科医院

0798-72-5963

663-8006 西宮市段上町6-19-34

耳鼻咽喉科 足達医院

0798-52-5655

足立 恒道

669-2321 篠山市黒岡187-1

篠山あだち耳鼻咽喉科

079-552-8741

足立 真理

678-0006 相生市本郷町1-1相生T･Kビル2階

耳鼻咽喉科しんりゅうクリニック

0791-56-6287

658-0016 神戸市東灘区本山中町4-1-3

あだち耳鼻咽喉科

078-431-1133

天津 治子

659-0093 芦屋市船戸町5-26

アマツ耳鼻咽喉科医院

0797-22-8741

新井 昇治

661-0001 尼崎市塚口本町3-29-25ディアコート塚新1階

耳鼻咽喉科あらいクリニック

06-6422-8733

五十嵐 充

661-0035 尼崎市武庫之荘1-5-7三杉ビル5F

いがらし耳鼻咽喉科

06-4962-3311

石川 修司

679-2414 神崎郡神河町粟賀町385

公立神崎総合病院

0790-32-1331

石川 正昭

660-0892 尼崎市東難波町2-17-77

兵庫県立尼崎総合医療センター

06-6480-7000

三菱神戸病院

078-671-7705

足達 亜貴子 662-0868 西宮市中屋町5-5
足達

治

足立 みゆき

石黒 佳代子 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6-1-34
石田 恭子

662-0051 西宮市羽衣町8-10竹内ビル3F

谷口耳鼻咽喉科医院

0798-23-3714

市川 博康

679-5301 佐用郡佐用町佐用1111

佐用共立病院

0790-82-2321

稲守

654-0151 神戸市須磨区北落合2-1-10

医療法人社団 稲守耳鼻咽喉科医院

078-794-3387

井上 健造

651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町5-6-3三共ビル3F

藤谷耳鼻咽喉科

078-261-0874

井上 博之

675-1371 小野市黒川町1768

いのうえ耳鼻咽喉科クリニック

0794-62-3387

井之口 豪

650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-1

神戸大学

078-382-5111

井村 成充

659-0091 芦屋市東山町27-5アーバン御郷1F

井村耳鼻咽喉科

0797-34-7744

入谷

寛

655-0038 神戸市垂水区星陵台1-4-8

入谷耳鼻咽喉科

078-782-8700

岩倉

進

657-0037 神戸市灘区備後町5-3-1ウェルナ六甲道1番町1F

いわくら耳鼻咽喉科

078-822-3387

664-0006 伊丹市鴻池4-1-10オアシスタウン伊丹鴻池２Ｆ

うえだ耳鼻咽喉科

072-773-3387

659-0028 芦屋市打出小槌町8-10

上塚耳鼻咽喉科

0797-22-5191

神戸大学

078-382-5111

672-8051 姫路市飾磨区清水181番地さくらビル1階

うおずみ耳鼻咽喉科

079-231-1133

651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-47

神鋼記念病院

078-261-6711

卜部 信行

673-1464 加東市上中2-24

うらべ耳鼻咽喉科医院

0795-42-5537

遠藤

668-0032 豊岡市千代田町9-3

耳鼻咽喉科 えんどう医院

0796-22-2003

赤穂中央病院

0791-45-1111

徹

上田 大
上塚

弘

上原 奈津美 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2
魚住 真樹
浦長瀬 昌宏

剛

大河内 喜久 678-0241 赤穂市惣門町52-6
大津 雅秀

650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7

兵庫県立こども病院

078-945-7300

岡 しおり

651-0092 神戸市中央区生田町1-4-1ショダリ216F

耳鼻咽喉科 岡クリニック

078-230-1123

岡 秀樹

665-0827 宝塚市小浜4-5-1

宝塚市立病院

0797-87-1161

岡野 安雅

658-0048 神戸市東灘区御影郡家2-16-16

岡野耳鼻咽喉科

078-811-3387

小川 晃弘

670-0801 姫路市仁豊野650

姫路聖マリア病院

079-265-5111

沖田

656-0026 洲本市栄町1-3-27ＴＯＰビル5F

沖田耳鼻咽喉科

0799-25-4187

純

氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

荻野 公一

661-0012 尼崎市南塚口町2-17-12

おぎの耳鼻咽喉科

06-6429-8787

荻野 公平

661-0012 尼崎市南塚口町2-17-12

おぎの耳鼻咽喉科

06-6429-8787

奥窪 明子

663-8176 西宮市甲子園六番町1-22

奥窪耳鼻咽喉科

0798-48-2795

663-8186 西宮市上鳴尾町4-31

明和病院

0798-47-1767

小澤 一之

674-0074 明石市魚住町清水1871-3

明石仁十病院

078-942-1921

尾関 英徳

673-0005 明石市小久保5-8-11

メープル耳鼻咽喉科

078-921-8880

尾関 安英

670-0925 姫路市亀井町100

尾関耳鼻咽喉科医院

079-289-0426

越智 尚樹

654-0048 神戸市須磨区衣掛町3-1-14

新須磨病院

078-735-0001

尾上 義浩

660-0076 尼崎市大島町1-1-1

尾上医院 耳鼻咽喉科

06-6417-7046

小畠 秀浩

666-0124 川西市多田桜木1-8-27プライムコート川西多田202

おばた耳鼻咽喉科

072-793-5633

柿木 章伸

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学

078-382-5111

650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7

兵庫県立こども病院

078-945-7300

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

金川 清人

665-0881 宝塚市山本東3-14-7

金川耳鼻科皮膚科

0797-89-7035

金城 東和

674-0095 明石市二見町西二見駅前4-3

金城耳鼻咽喉科クリニック

078-943-3387

鎌田 守人

650-0027 神戸市中央区中町通4-2-11村上ビル2F

鎌田耳鼻咽喉科医院

078-371-7332

香山 智佳子

656-0012 洲本市宇山3-1-20

耳鼻咽喉科形成美容外科 香山医院

0799-24-1133

河合 保典

656-0021 洲本市塩屋1-1-137

兵庫県立淡路医療センター

0799-22-1200

河北 誠二

674-0094 明石市二見町西二見135-7

かわきた耳鼻咽喉科

078-949-1133

河田

桂

665-0816 宝塚市平井1-4-18ミキビル1F

かわたクリニック

0797-82-2400

河田 恭孝

665-0816 宝塚市平井1-4-18ミキビル1F

かわたクリニック

0797-82-2400

瓦井 博子

671-1143 姫路市大津区天満1817

瓦井耳鼻咽喉科医院

079-230-1187

貴田 紘太

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

森川 朋子

665-0827 宝塚市小浜4-5-1

宝塚市立病院

0797-87-1161

北

659-0067 芦屋市茶屋之町7-20

ハザマ耳鼻咽喉科

0797-31-3387

660-0893 尼崎市西難波町6-10-1

北中耳鼻咽喉科

06-6401-7026

666-0251 川辺郡猪名川町若葉1-39-1

北村耳鼻咽喉科

072-766-8751

658-0052 神戸市東灘区住吉東町4-7-27ラファエラ浅野３Ｆ

木戸 みみ・はな・のど クリニック

078-262-1133

奥中 美恵子

勝沼 紗矢香
桂

弘和

眞行

北中 幸一郎
北村 久雄
木戸 茉莉子

明石市大久保町ゆりのき通1-4-2ウエストスクエア三
きひら耳鼻咽喉科
番館103

紀平 晋也

674-0068

金

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通2-2-3ケーズデンキ3F

きむ耳鼻咽喉科

078-242-3387

木村 純平

653-0042 神戸市長田区二葉町4-5-11

耳鼻いんこう科 木村医院

078-643-2570

木村 智香

675-0151 加古郡播磨町野添1667-15

おぎの耳鼻咽喉科

078-943-8282

窪田

907-0002 石垣市真栄里584-1

沖縄県立八重山病院

0980-87-5557

雲井 一夫

651-2273 神戸市西区糀台5-7-1

神戸市立西神戸医療センター

078-997-2200

蔵川 涼世

662-0084 西宮市樋之池町10-15紀乃国第一ビル101号

くらかわ整形外科・耳鼻咽喉科

0798-70-1010

倉増 咲織

663-8104 西宮市天道町26-9天道町ハイツ１Ｆ

中島耳鼻咽喉科

0798-65-0011

黒木 俊介

676-0812 高砂市中筋1-10-41

高砂西部病院

079-447-0100

黒田 浩之

654-0155 神戸市須磨区西落合3-1-1

独立行政法人国立病院機構神戸医療センター

078-791-0111

小池 雪絵

658-0032 神戸市東灘区向洋町中2-11

六甲アイランド甲南病院

078-858-1111

663-8035 西宮市北口町17-18

河野耳鼻咽喉科

0798-67-3311

泰秀

雄一

河野 和香子

078-935-8733

氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

古閑 次夫

654-0143 神戸市須磨区菅の台3-13-6

古閑耳鼻咽喉科

078-791-1221

古閑 紀雄

654-0154 神戸市須磨区中落合2-2-5名谷センタービル3Ｆ

古閑耳鼻咽喉科医院

078-792-2000

小島 俊己

673-0403 三木市末広１丁目1-62

こじま耳鼻咽喉科

0794-83-8350

児島 雄介

659-0024 芦屋市南宮町10-24

毛利耳鼻咽喉科・芦屋クリニック

0797-69-8741

後藤 昭一

653-0013 神戸市長田区一番町2-4

神戸市立医療センター西市民病院

078-576-5251

658-0064 神戸市東灘区鴨子ケ原1-5-16

一般財団法人甲南会 甲南病院

078-851-2161

後藤 友佳子
小西 保伯

653-0037 神戸市長田区大橋町6-1-1-アスタプラザウェスト215 のぞみ耳鼻咽喉科

078-611-8733

小松 弘和

669-3395 丹波市柏原町柏原5208-1

兵庫県立柏原病院

0795-72-0524

佐伯 忠彦

670-0801 姫路市仁豊野650

姫路聖マリア病院

079-265-5111

662-0075 西宮市南越木岩町8-19リーヴァフロント1階

さいとう耳鼻咽喉科クリニック

0798-71-3387

齊藤 優子

673-0505 三木市志染町細目字橋が谷28-26

介護老人保健施設セントクリストファーズホーム

0794-84-2211

佐伯 暢生

673-0886 明石市東中ノ町10-18 みなとビル明石市東中ノ町2F さえき耳鼻咽喉科

078-911-8800

阪上 雅史

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

650-0027 神戸市中央区中町通4-2-11村上ビル2F

鎌田耳鼻咽喉科医院

078-371-7332

坂田 義治

662-0918 西宮市六湛寺町13-9

県立西宮病院

0798-34-5151

阪本 仁子

666-0021 川西市栄根2-16-3

阪本耳鼻咽喉科医院

072-759-4136

坂本 邦彦

666-0016 川西市中央町6-3セントカワニシビル1F

坂本耳鼻咽喉科

072-758-0965

阪本 満由

655-0029 神戸市垂水区天ノ下町6-10

鳥山耳鼻咽喉科医院

078-707-3387

佐久間 成晴

671-1561 揖保郡太子町鵤1361-1

佐久間耳鼻咽喉科医院

079-276-0061

佐古田 一穂

663-8204 西宮市高松町5-39なでしこビル4F

さこだ耳鼻咽喉科

0798-69-3003

佐古田 美佳

663-8204 西宮市高松町5-39なでしこビル4F

さこだ耳鼻咽喉科

0798-69-3003

佐地 富砂子

671-0221 姫路市別所町別所2-150

石川病院

079-252-5235

佐藤 信次

664-0007 伊丹市北野2-98OMTビル2F

佐藤耳鼻咽喉科

072-783-8007

澤田 直樹

669-1321 三田市けやき台3-1-1

三田市民病院

079-565-8000

塩見 洋作

663-8024 西宮市薬師町8-15薬師メディタウン1F102

しおみ耳鼻咽喉科クリニック

0798-64-8711

塩見 佳子

663-8024 西宮市薬師町8-15薬師メディタウン1F102

しおみ耳鼻咽喉科クリニック

0798-64-8711

675-8611 加古川市加古川町本町439

加古川中央市民病院

079-451-5500

660-8550 尼崎市東難波町2-17-77

兵庫県立尼崎総合医療センター

06-6480-7000

662-0015 西宮市甲陽園本庄町9-13フルール甲陽園駅前１Ｆ

みみ・はな・のど しのみやクリニック

0798-73-8733

651-2273 神戸市西区椛台5-7-1

神戸市立西神戸医療センター

078-997-2200

齋藤 幹

阪倉 眞紀子

繁治 純
篠原 かおる
四ノ宮 隆
四宮 瞳
柴

宏巳

668-0065 豊岡市戸牧299-8

しば耳鼻咽喉科医院

0796-29-0115

柴

裕子

657-0825 神戸市灘区中原通3-2-6メゾン・ドファミーユ1F

柴耳鼻咽喉科

078-881-7669

柴田 四郎

670-0086 姫路市田寺2-2-1

柴田耳鼻咽喉科医院

079-293-1496

柴田 大

670-0086 姫路市田寺2-2-1

医療法人社団柴田耳鼻咽喉科医院

079-293-1496

651-1145 神戸市北区惣山町2-1-1

独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央
078-594-2211
病院

柴田 敏章
志水 賢一郎

神戸市長田区長田町1-3-24-211サンドール長田南
館2Ｆ

耳鼻咽喉科 志水医院

078-691-2010

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学

078-382-5111

下屋 聡子

652-0042 神戸市兵庫区東山町3-3-1

川崎病院

078-511-3131

執行 昭男

657-0065 神戸市灘区宮山町3-3-1六甲駅前ビル

執行耳鼻咽喉科医院

078-881-6266

執行 良彦

651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1西神南センタービル3F 執行耳鼻咽喉科クリニック

下田 光

653-0812

078-992-8719

氏 名
正垣 一博

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

667-0115 養父市上箇153-1

正垣耳鼻咽喉科クリニック

079-663-4187

664-0027 伊丹市池尻1-141昆陽ノ里プラザＡ

医療法人（社団）水津耳鼻咽喉科

072-778-1187

杉浦 友昭

651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和字宮ノ西1425-4

杉浦耳鼻咽喉科

078-974-9187

杉田 俊明

661-0984 尼崎市御園1-16-12

杉田耳鼻咽喉科

06-6494-3387

鈴木 克司

660-0063 尼崎市大庄北4-18-1

鈴木耳鼻咽喉科医院

06-6412-3314

瀬尾

律

660-0881 尼崎市昭和通7-236

瀬尾耳鼻咽喉科院

06-6411-3387

瀬尾

達

660-0052 尼崎市七松町1-2-1-302

瀬尾クリニック

06-6415-3387

大道 弘之

664-0001 伊丹市荒牧6-6-7

だいどう耳鼻咽喉科クリニック

072-787-3387

高雄 真人

669-1321 三田市けやき台1-10-1

高雄耳鼻咽喉科クリニック

079-563-8741

髙岡 亮裕

652-0855 神戸市兵庫区御崎町1-9-1

神戸百年記念病院

078-681-6111

高岡 基雄

669-5268 朝来市和田山町立ノ原58-1

高岡耳鼻咽喉科クリニック

079-672-0808

高島 荘二

651-1132 神戸市北区南五葉1-2-28サンロイヤル清水2F

高島耳鼻咽喉科

078-594-1660

髙原 哲夫

651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町1-10-2鈴蘭台プラザ2F

高原耳鼻咽喉科

078-594-6313

671-1543 揖保郡太子町沖代162-1

たけきだ耳鼻咽喉科クリニック

079-275-1133

竹田 和正

651-1302 神戸市北区藤原台中町5-1-1

済生会兵庫県病院

078-987-2222

竹林 慎治

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-1

神戸市立医療センター中央市民病院

078-302-4321

医療法人 坂本会 坂本クリニック

06-6632-8735

水津 百合子

武木田 誠一

武部 真理子 545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-10竹澤ビル５Ｆ
田坂 康之

654-0103 神戸市須磨区白川台6-23-2ルナドーム1F

田坂耳鼻咽喉科

078-793-6872

橘

670-8540 姫路市下手野1-12-1

姫路赤十字病院

079-294-2251

蓼原 東紅

651-1233 神戸市北区日の峰2-3-1神戸北町センタービル4F

たてはら耳鼻咽喉科気管食道科クリニック

078-581-8711

谷口 紀善

664-0882 伊丹市鈴原町9-388

谷口耳鼻咽喉科医院

072-779-4851

谷本 俊次

667-8555 養父市八鹿町八鹿1878-1

公立八鹿病院

0796-62-3135

谷本

652-0047 神戸市兵庫区下沢通3-1-25グロウメディカルビル201 谷本耳鼻咽喉科

078-579-4133

丹家 聖仁

673-0891 明石市大明石町2-2-7

丹家耳鼻咽喉科医院

078-911-5125

都築 建三

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

恒遠 麻理子 663-8184 西宮市上鳴尾町4-31

明和病院

0798-47-1767

栗花落 昌和

652-0042 神戸市兵庫区東山町1-12-23ウエストパークビル2F

ツユ耳鼻咽喉科クリニック

078-574-5887

鶴迫 裕一

669-5321 豊岡市日高町土居170-1

つるさこ耳鼻咽喉科

0796-42-5800

寺岡

675-0150 加古郡播磨町南野添3-10-11

寺岡耳鼻咽喉科

079-435-3376

寺田 友紀

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

寺本 和弘

653-0038

土井 清司

657-0035 神戸市灘区友田町3-2-12ツカサメディカルビル３F

どい耳鼻咽喉科

078-842-1187

東谷 敏孝

669-2202 篠山市東吹1015-1

岡本病院

079-594-1616

友藤 誠一

663-8178 西宮市甲子園八番町2-24甲子園中山ﾋﾞﾙ

友藤耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ

0798-45-4133

650-0047 神戸市中央区港島南町２丁目１－１

神戸市立医療センター中央市民病院

078-302-4321

671-1254 姫路市網干区余子浜582

医療法人社団 中川耳鼻咽喉科

079-274-3387

中嶋 大介

651-1321 神戸市北区八多町中1060

なかじま耳鼻いんこう科

078-952-0702

中田 道広

670-0808 姫路市白国2-2-20

中田耳鼻咽喉科

079-280-3341

中林 まゆみ

656-0455 南あわじ市神代國衙1680-1

中林病院

0799-42-6200

670-0917 姫路市忍町85油井ビル1F

中村耳鼻咽喉科医院

079-224-2666

智靖

均

優

内藤 泰
中川

中村

巖

賢

神戸市長田区若松町4丁目2-92階アスタピア新長
田渕クリニック
田エスタガーデン

078-641-9877

氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

中村 節子

651-0061 神戸市中央区上筒井通6-2-43

医療法人社団 南淡千遙会 神戸平成病院

078-232-7519

中村 敏治

665-0852 宝塚市売布2-13-8

中村耳鼻咽喉科

0797-84-8733

永本

673-0001 明石市明南町1-4-10

永本医院

078-928-3399

西尾 健志

658-0013 神戸市東灘区深江北町3-4-23深江ハイツ2F

西尾耳鼻咽喉科医院

078-452-2811

西田 明子

660-0883 尼崎市神田北通1-5Ｅ＆Ｅビル２Ｆ

前田耳鼻咽喉科医院

06-6411-6788

西村 一成

660-8550 尼崎市東難波町2-17-77

兵庫県立尼崎総合医療センター

06-6480-7000

丹生 健一

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学

078-382-6020

丹羽 正夫

669-3309 丹波市柏原町柏原3053-3

丹羽耳鼻咽喉科

0795-73-3387

任

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

野﨑 智嗣

651-2276 神戸市西区春日台3-3-24

のざき耳鼻咽喉科

078-961-4000

野澤 眞司

661-0976 尼崎市潮江1-3-43緑遊新都心ビル２Ｆ

尼崎駅前耳鼻咽喉科のざわクリニック

06-6496-4187

野瀬 道宏

674-0058 明石市大久保町駅前1-5-11

野瀬耳鼻咽喉科

078-934-8733

梅岡耳鼻咽喉科

06-6432-3341

浩

智美

野田 加奈子 661-0033 尼崎市南武庫之荘1-13-3
野田 謙二

662-0084 西宮市樋之町22-2

梅岡耳鼻咽喉科クリニック

0798-70-3341

野出 美知子

665-0852 宝塚市売布2-13-8

中村耳鼻咽喉科

0797-84-8733

野間 晶子

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

箱崎 聖史

651-2103 神戸市西区学園西町1-13学園都市駅ビル3F

箱崎耳鼻咽喉科

078-791-1133

670-0012 姫路市本町68

姫路医療センター

079-225-3211

671-1122 姫路市広畑区夢前町3-1

製鉄記念広畑病院

079-236-1038

橋本 あかね
橋本

大

長谷川 信吾

658-0047 神戸市東灘区御影2-8-11ウエストヒル御影城ノ前101 はせがわ耳鼻咽喉科クリニック

078-811-4133

長谷川 稔文

669-1321 三田市けやき台3-1-1

三田市民病院

079-565-8000

長谷川 英夫

671-1153 姫路市広畑区高浜町1-119クリーンピア広畑1F

長谷川耳鼻咽喉科

079-236-0303

675-0031 加古川市加古川町北在家2463

秦耳鼻咽喉科

079-425-5505

浜本整形外科耳鼻咽喉科

078-935-5011

秦

節子

濱本 由記子 674-0067 明石市大久保町大久保町597-10
林 拓二

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３番１号

神戸赤十字病院

078-231-6006

原

651-2109 神戸市西区前開南町1-6-9

はら耳鼻咽喉科

078-976-8733

原 万里子

661-0002 尼崎市塚口町1-2-2河村ビル1階

河村耳鼻咽喉科医院

06-6421-5487

春名 威範

670-8540 姫路市下手野1-12-1

姫路赤十字病院

079-294-2251

663-8245 西宮市津門呉羽町1－28今津医療センター3F

ひだ耳鼻咽喉科

0798-39-3788

平林 まり

674-0051 明石市大久保町大窪445-1平林クリニックビル2F

平林耳鼻咽喉科クリニック

078-934-4133

平山 裕次

670-8520 姫路市本町68

姫路医療センター

079-225-3211

聡

肥田 宏一郎

深澤 啓二郎

652-0897

神戸市兵庫区駅南通1-2-24アーバンヴィレッジ兵庫
深澤耳鼻咽喉科
エスタシオン1F

078-651-1187

深澤 元晴

671-2221 姫路市青山北2-15-1

ふかざわ耳鼻咽喉科クリニック

079-267-1432

福嶋 宗久

660-8511 尼崎市稲葉荘3-1-69

関西労災病院

06-6416-1221

福武 知重

663-8113 西宮市甲子園口2-25-34

耳鼻咽喉科福武医院

0798-66-1817

藤尾 久美

669-3395 丹波市柏原町5208-1

柏原病院

079-572-0524

藤岡 孝典

666-0142 川西市清和台東3-1-8ガーデンモール清和台2F

耳鼻いんこう科ふじおかクリニック

072-799-8733

藤木 暢也

658-0081 神戸市東灘区田中町1-11-20コマツグリーンビル2F

耳鼻咽喉科藤木クリニック

078-412-3387

藤木 宏也

665-0011 宝塚市南口1-8-20宝塚南口ビル1F

ふじき耳鼻咽喉科

0797-76-5033

藤島 禎弘

653-0843

ふじしま耳鼻咽喉科クリニック

078-646-8033

神戸市長田区御屋敷通3-1-34サンタウン・アコルデ
2F

氏 名
藤田

彰

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

655-0881 神戸市垂水区東垂水町菅ノ口634-1-202

藤田耳鼻咽喉科医院

078-751-8721

藤田 岳

650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-2

神戸大学

078-382-5111

藤原 敬三

650-0047 神戸市中央区湊島南町2-1-1

神戸市立医療センター中央市民病院

078-302-4321

伏見 勝哉

665-0827 宝塚市小浜4丁目5-1

宝塚市立病院

0797-87-1161

藤村 英一

669-1322 三田市すずかけ台2-3-1えるむプラザ3F

藤村耳鼻咽喉科医院

0795-65-5977

藤本 崇史

675-0045 加古川市西神吉町岸100-9

医療法人社団ふじもと耳鼻咽喉科

079-433-8741

医療法人藤森医療財団 藤森耳鼻咽喉科

079-224-1357

藤森 貴世子 670-0012 姫路市本町231
藤森 春樹

670-0012 姫路市本町231

医療法人藤森医療財団 藤森耳鼻咽喉科

079-224-1357

布施 愉香

676-0017 高砂市荒井町東本町1-27

ふせ耳鼻咽喉科

079-440-3060

法貴

662-0832 西宮市甲風園1-1-5法貴ビル3F

ほうき耳鼻咽喉科クリニック

0798-62-4133

干谷 安彦

670-0836 姫路市神屋町4-1

ほしたにクリニック

079-222-3387

星野 忠彦

662-0973 西宮市田中町3-1エイヴィスプラザ2F

星野耳鼻咽喉科医院

0798-35-5965

細見 英信

650-0012 神戸市中央区北長狭通5-7-5

細見耳鼻咽喉科医院

078-341-5666

細見 慶和

651-0053 神戸市中央区籠池通4-1-23

神戸労災病院

078-231-5901

前田 秀明

660-0883 尼崎市神田北通1-5Ｅ＆Ｅビル2F

前田耳鼻咽喉科医院

06-6411-6788

前田

657-0838 神戸市灘区王子町1-1-14前納ビル1F

前田耳鼻咽喉科医院

078-801-3033

前谷 近秀

660-0807 尼崎市長洲西通1-3-26尼崎ステーションビル１階

前谷耳鼻咽喉科

06-6401-1787

前野 博昭

664-0029 伊丹市中野北3-6-6シュモア2-1F

まえの耳鼻咽喉科

072-771-3387

679-2215 神埼郡福崎町西治500

牧 耳鼻咽喉科医院

0790-23-1951

増井 裕嗣

651-2273 神戸市西区糀台5-10-2西神センタービル3F

マスイ耳鼻咽喉科医院

078-991-6880

増田 哲也

651-1112 神戸市北区鈴蘭台東町4-4-9

増田耳鼻咽喉科医院

078-594-1187

増田 基子

663-8241 西宮市津門大塚町3-22

増田耳鼻咽喉科

0798-36-8733

町塚 博文

661-0953 尼崎市東園田町4-108-2

町塚耳鼻咽喉科医院

06-6491-9251

松岡 壽子

678-1231 赤穂郡上郡町上郡1645-5

大岩診療所

0791-52-5000

松田 英男

675-0039 加古川市加古川町粟津253

医療法人社団松田耳鼻咽喉科

079-422-3090

松原 隆志

652-0041 神戸市兵庫区湊川町5-6-7

松原耳鼻咽喉科医院

078-531-2545

松本 憲明

672-8043 姫路市飾磨区上野田1-7

松本耳鼻咽喉科

079-235-4133

松本 亮典

675-0124 加古川市別府町緑町1番地多木ビル4階

別府はな・のどアレルギー科

079-435-6111

松山 祐子

670-8540 姫路市下手野1-12-1

姫路赤十字病院

079-294-2251

丸山

651-0078 神戸市中央区八雲通3-3-15八雲ビル1F

丸山耳鼻咽喉科医院

078-221-1303

美内 慎也

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

三浦 基志

675-1316 小野市天神町814-1

三浦クリニック

0794-70-9288

669-1134 西宮市名塩新町8エコール・なじお5F

みき耳鼻咽喉科

0797-62-1656

三代 康雄

663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫医科大学

0798-45-6493

道田 哲彦

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-1

神戸市立医療センター中央市民病院

078-302-4321

三宅 博文

651-1312 神戸市北区有野町有野3392-6E.K.M.ﾋﾞﾙ2F

みやけ耳鼻咽喉科

078-982-5805

宮本 篤志

651-0097 神戸市中央区布引町4-3-6マイファーレ神戸2F

宮本耳鼻咽喉科

078-252-1515

武藤 俊彦

663-8181 西宮市若草町1-8-10-1F

むとう耳鼻咽喉科クリニック

0798-42-3387

村田 潤子

661-0981 尼崎市猪名寺3-5-15-２階

むらた耳鼻咽喉科クリニック

06-6424-4133

毛利 光宏

673-0553 三木市志染町東自由が丘1-820-1

毛利耳鼻咽喉科

0794-89-8200

牧

元

仁

孝

晋

三木 祐一郎

氏 名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

最上

朗

670-0948 姫路市北条宮の町375-1

医療法人社団碧成会最上クリニック

079-224-3257

森

正

656-0013 洲本市下加茂1-1-36

森耳鼻咽喉科

0799-22-7260

森

裕司

662-0812 西宮市甲東園1-6-27

医療法人社団 森耳鼻咽喉科医院

0798-52-3387

森崎 嘉章

679-4105 たつの市神岡町西鳥井95

森崎耳鼻咽喉科医院

0791-65-0018

森中 幹仁

657-0845 神戸市灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ302

森中耳鼻咽喉科

078-882-1810

森本 浩一

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学

078-382-5111

屋鋪

651-2211 神戸市西区押部谷町栄328

やしき耳鼻咽喉科

078-995-4187

安井 理絵

675-8611 加古川市加古川町本町439番地

加古川中央市民病院

079-451-5500

矢田 恒雄

658-0072 神戸市東灘区岡本2-8-6ダイヤガーデン岡本

矢田耳鼻咽喉科

078-413-8733

柳沢 光宗

661-0953 尼崎市東園田町5-59-1ハイム高木131

回生耳鼻咽喉科医院

06-6498-2890

柳沢 俊学

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学

078-382-5111

山形 健一

658-0014 神戸市東灘区北青木3-4-19

山形耳鼻咽喉科

078-441-2739

山田 耕作

663-8211 西宮市今津山中町12-25

やまだ耳鼻咽喉科クリニック

0798-22-3387

山中 晶雄

678-0255 赤穂市新田20-3

山中クリニック

0791-42-5556

山中 栄三

664-0873 伊丹市野間1-7-10

山中耳鼻咽喉科医院

072-782-7778

山本 邦之

677-0004 西脇市市原町17-1

山本耳鼻咽喉科医院

0795-23-8533

山本 沙織

670-8520 姫路市本町68番地

姫路医療センター

079-225-3211

山本 真実

676-8585 高砂市荒井町紙町33番1号

高砂市民病院

079-442-3981

由井 光子

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学

078-382-5111

行政 暁子

663-8501 西宮市武庫川１－１

兵庫医科大学

0798-45-6111

吉村 史郎

664-0846 伊丹市伊丹1-10-14アリオ1

吉村耳鼻咽喉科

072-771-1187

医療法人社団 梅華会 武庫之荘駅前耳鼻咽喉
科

06-6432-3341

654-0048 神戸市須磨区衣掛町3丁目1番14号

新須磨病院

078-735-0001

678-0006 相生市本郷町1-1相生T・Kビル2F

耳鼻咽喉科しんりゅうクリニック

0791-56-6287

鷲尾 有司

663-8107 西宮市瓦林町20-13

わしお耳鼻咽喉科

0798-56-8733

和田 匡史

658-0051 神戸市東灘区住吉本町2-13-7LAFFICE住吉本町１F わだ耳鼻咽喉科

078-843-1187

和田 雅恵

678-0031 相生市旭3-5-15

0791-22-0380

豊

吉本 公一郎 661-0033 尼崎市南武庫之荘1-13-3
李 佳奈
李

進隆

IHI播磨病院

