
＜東灘区＞ （令和４年９月１日現在）

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

山内小児科 小 岡本３丁目５－１４ ４１２－５００７

山本クリニック 内・小・アレ 西岡本１丁目４－４０ ４３６－６５６５

吉田小児科医院 小 鴨子ヶ原３丁目２８－３３ ８４１－３９８７

開田医院 内・小 魚崎南町８丁目１２－１６ ４１１－３１３２

つじの・こどもくりにっく 小・アレ 魚崎北町５丁目９－２６ ４１４－００５５

みわ小児科 小 御影中町１丁目７－２０ ８５６－８１３８

是則医院 内・小 御影郡家1丁目32-18 ８５１－６０８２

中澤小児科 小 御影1丁目14-25-101 ８５６－６６３１

二星こどもクリニック 小 御影2丁目16-15 ８１１－１０１４

ゆら小児科クリニック 小 御影2丁目32-11 ８５５－６００７

中尾クリニック 小・脳・リハ 住吉宮町３丁目８－３ ８５６－０２３４

東神戸病院 全 住吉本町１丁目２４－１３ ８４１－５７３１

やまおか小児科アレルギー科クリニック 小・アレ 住吉本町１丁目７－２　石橋ビル3F ８４６－５９００

長間医院 内・胃・小 森南町２丁目１－２３ ４５３－７３２２

池田診療所 内・小・産婦 森北町２丁目２－３ ４５１－１３３１

河合医院 内・小 深江北町３丁目１０－８ ４１１－２８９２

中川医院 内・小・アレ 深江北町３丁目４－２２ ４３１－６８８０

藤尾医院 内・胃・小・眼 青木５丁目７－７ ４１１－５１９８

中村内科 内・胃・循・小 北青木４丁目１－３０ ４５２－７１１８

田中医院 内・循・小 本山中町３丁目４－１３ ４１１－２２３４

ならばやしこどものアレルギークリニック 小・アレ 本山中町4-13-15 ｼｬﾄｰﾄﾞｰﾙ3 1F ４１２ー７９２５

西口医院 内・小・放 本山南町４丁目２－３ ４５１－１３２１

古川小児科 小 本山南町８－５－３２ ２００－５１８８

神尾小児科 小 本庄町１丁目１５－１２ ４１２－８８１１

大倉クリニック 小 本庄町３丁目１０－２　ハートランド甲南１０１ ４１２－３３４５

池村クリニック
内・胃・循・小・

神内・放 本庄町３丁目５－２ ４１２－６２００

甲南医療センター
小・整・眼・耳・

皮・形 鴨子ヶ原１丁目５－１６ ８５１－２１６１

六甲アイランド甲南病院 全 向洋町中２丁目１１ ８５８－１１１１

さかた内科クリニック 内・小 向洋町中5丁目15　RICｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰﾏｰｹｯﾄｼｰﾝ102 ８５７－１７００

あずまがわ小児科クリニック 小・神 北青木４丁目１７－３　２Ｆ ４５３－８７５７

ふじた小児科 小 岡本1丁目５－１－１０１ ４３１－０７０７

９か月児健康診査 実施医療機関名簿

 区役所からご案内と受診票が届いたら、早めに医療機関に確認して、生後９か月０日～11か月30日までの間に受診してください。



＜灘区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

堅田医院 小・内 岸地通５丁目３－１７ ８７１－６０７８

たかはしクリニック 小・皮 岩屋北町５丁目１－３１　メディカルハット1Ｆ ８８２－６４３２

片山キッズクリニック 小 岩屋中町４丁目２－７　BBプラザ２Ｆ ８０２－５９９０

むらた小児科クリニック 小・アレ 高羽町２丁目１０－１３　山中ビル２F ８４１－９１２１

六甲道診療所 内・小 桜口町４丁目５－１２ ８１１－０５５５

松本医院 内・小 篠原南町２丁目４－５ ８６１－０８６０

村山医院 内・小・神内 篠原南町５丁目５－１３ ８６１－３６６６

川口クリニック 内・小・胃・循・呼 水道筋５丁目２－１７ ８６１－４３５１

やまだ小児科 小 水道筋６丁目２－１８ ８６１－４１１０

中迫医院 小・内 曾和町２丁目１－５ ８４３－４７６８

吉田小児科 小 天城通４丁目１－４ ８６１－２４５７

大林医院 内・小・呼・循 徳井町３丁目３－２ ８５１－４１９４

下地医院 小・内 灘南通１丁目１－９ ８７１－６８５８

渡辺内科小児科クリニック 内・循・小 楠丘町２丁目２－２４ ８５１－１３７０

梶山小児科・アレルギー科 小・内・アレ 畑原通３丁目１－１７ ８０１－５６７８

田中医院 内・小 八幡町１丁目８－１５ ８５１－７８０７

みやもと小児科 小 備後町４丁目１－１－３０１－１２ ８４６－５２７５

椿田小児科 小 森後町２丁目１－２　セレノ六甲2Ｆ ８２１－５８１１

由美子クリニック 肛・小・外 灘区灘北通５－５－３F ８９１－５３０１

＜中央区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

旭診療所 内・小・放 旭通２丁目４－５－１０１ ２２１－３２６３

岡本医院 内・小 二宮町４丁目９－１１ ２２１－０５２２

母と子の上田病院 小・産・婦・麻 国香通１丁目１－４ ２４１－３３０５

磯尾医院 内・小・皮 国香通４丁目１－１６ ２２１－８０９５

西田医院 内・小 若菜通４丁目２－４　NKラポート２０１ ２２１－１４１２

河本医院 内・小 多聞通３丁目３－８ ３４１－０３８８

神戸大学医学部附属病院 全 楠町７丁目５－２ ３８２－５１１１

浪方医院 内・小 相生町４丁目６－１４ ３４１－１４５２

藤見医院 内・消・小・放 相生町５丁目１４－１３ ５７５－３５５６

楊小児科医院 小 中山手通３丁目４－７ ３３２－７２７７

愛こどもクリニック 小 中山手通７丁目２４－１１ ３６０－０２４２

パルモア病院 内・小・産婦 北長狭通４丁目７－２０ ３２１－６０００

坂口クリニック 産婦・麻・小 元町通４丁目３－１６ ３４１－００３８

チャイルド・ケモ・クリニック 小 港島中町８丁目５－３ ３０３－５３２１ 

あだちまさときクリニック神戸 小 北野町1丁目 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸11階 ８５５－２７５３ 

ファミリアメディカル神戸クリニック 小・皮 西町３３－２ ３２１－２４５７

わしおこども医院 小 中央区港島中町３丁目２－６ ５１５－６８２２

みなと元町小児科 小 元町通４丁目６－２ ５９９－７２０３

おひさま子ども・ファミリークリニック 小 熊内橋通7-1-3　神戸芸術センター４Ｆ医療モール ８５５－３４１０



＜兵庫区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

芦名医院 内・消・小・皮 永沢町３丁目２－２２ ５７５－８０８０

芦名医院 内・外 下沢通５丁目２－１４ ５７５－４６００

もりもと内科 内・循・小 菊水町１０丁目９－２０ ５２１－１６０３

神戸百年記念病院 全 御崎町１丁目９－１ ６８１－６１１１

蓮池内科診療所 内・呼・消・循・小 荒田町１丁目５－６ ５１１－４６６７

菱川医院 内・小・消 荒田町3丁目２－１６ ５１１－３３６１

森医院 内・小・皮 大開通７丁目５－２２ ５７５－３６０８

宮内医院 内・小 大開通７丁目１－２２ ５７５－４０８０

中西内科医院 内・放 中道通７丁目１－１３－１０２ ５７５－５５８５

五明医院 内・小 塚本通２丁目２－１ ５７５－１３０６

海賀医院 内・小・放 塚本通５丁目３－３ ５７５－７８１１

小林内科医院 内・循・小・リハ 湊町３丁目１－２６ ５７８－５４８８

＜北区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

川本医院 内・小・放 ひよどり台１丁目２１－６ ７４３－１３１０

竹下医院 内・循・小 ひよどり台３丁目１１－３ ７４３－１２１７

こさか家庭医療クリニック 内・小 若葉台１－１－４３ ５９１－８０７０

神戸中央病院 全 惣山町２丁目１－１ ５９４－２２１１

なかの小児科 小 筑紫が丘２丁目１３－２ ５８３－８０８２

森尾診療所 内・呼・胃・小・皮 南五葉１丁目２－２８　清水ビル１F ５９２－０８６８

入江医院 内・小・放 緑町２丁目１－２０ ５８１－０３０９

蓮池医院 内・小 鈴蘭台東町１丁目７－２０ ５９１－００６１

うすく小児科クリニック 小 鈴蘭台東町４丁目４－９ ５９６－５６３０

横山医院 内・小 鈴蘭台東町９丁目１１－２９ ５９２－６６６６

小山小児科医院 内・小 鈴蘭台南町４丁目８－２６ ５９２－２２２０

真星病院 全 山田町上谷上字古々谷１２－３ ５８２－０１１１

坂本小児科 小 谷上西町２７－２ ５８６－４１５４

岡野医院 内・胃・小・外・眼 東大池２丁目３１－１２ ９８１－５７７７

マムクリニック 小・産・婦 有野町唐櫃３３８９ ９８２－１１８８

神戸アドベンチスト病院 全 有野台８丁目４－１ ９８１－０１６１

済生会兵庫県病院 全 藤原台中町５丁目１－１ ９８７－２２２２

吉田内科クリニック 内・消・小 藤原台中町６丁目２６－４ ９８２－８２０７

さだひろこどもクリニック 小・アレ 藤原台北町７丁目６－２ ９８１－２２３８

甲北病院 内・小・外・整・形・リハ・皮 有野中町１丁目１８－３６ ９８１－５４５６

山脇クリニック 内・小・アレ 鹿の子台北町４丁目９－２ ９５１－１１１１

なかた医院 内・小・アレ 鹿の子台北町５丁目１２－２ ９５２－２２２１

福山診療所 内・小・外 菖蒲が丘１丁目１４－１ ９５２－２８２０

わくこどもクリニック 小 道場町日下部字才谷１８３４ ９５１－８９８９

やまね小児科 小 藤原台中町1-2-1-306 ９８７－１５１５



＜長田区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

神戸市立医療センター西市民病院 全 一番町２丁目４ ５７６－５２５１

適寿リハビリテーション病院 内・小・アレ・リハ 花山町２丁目１１－３２ ６１２－５５３３

かなたに診療所 小・内 丸山町２丁目１－２ ６４１－１７１８

高木内科 内・胃・小 駒ヶ林町１丁目１６－１３ ６１１－４０４４

永田診療所 内・小・皮・リハ 駒ヶ林町５丁目１０－１７ ６１１－４８１１

のせ小児科クリニック 小 四番町7丁目27　ﾜｺｰﾚ長田綜合ﾋﾞﾙ2Ｆ ５７５－４８６５

仁木医院 内・小 大橋町6丁目1－1　ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｳｪｽﾄ202号 ６１１－１３８８

いたやどクリニック　TEL予約
内・呼・消・循・
小・放 庄山町１丁目９－１２ ６１１－３６８１

こどもクリニック　Seki 小 御屋敷通3丁目1－34　ｻﾝﾀｳﾝｱｺﾙﾃﾞ2F ６１２－５０００

高田小児科内科医院 内・小 大塚町９丁目３－１７ ６９１－５４３０

関医院
内・胃・循・小・
リハ・放 房王寺町７丁目１２－９ ６１１－３３３０

ひらせアレルギー・こどもクリニック 小・アレ 神楽町５丁目３－４　ﾗﾙｰﾁｪ新長田1F ６４６－２１３１

＜須磨区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

大石医院 小 月見山本町１丁目５－１５ ７３１－２９５１

長谷川医院 内・小 月見山本町１丁目５－３４ ７３１－１８０１

小野クリニック 循・外・麻・小

須磨寺町２－７－５
※小児科診察は木曜10～12時，13～14時
30分

７３９－２５５２

南木医院 内・小・放 神撫町１丁目３－１ ７３２－２８７２

酒井内科 内・小 須磨浦通５丁目６－２８－２０１ ７３２－３１００

東田医院 内・循・小 潮見台町５丁目３－５－２１６ ７３４－６６１６

三輪医院 内・小・皮 東町２丁目２－４ ７３１－１４５７

わだ小児科クリニック 小・アレ 横尾１丁目１７－２０１ ７４７－３１５０

あらき医院 内・小 横尾２丁目１１－９ ７４１－３１３８

阿部内科医院 内・消・小 神の谷７丁目１－３ ７９４－１２３４

谷岡医院 内・消・小 菅の台６丁目２２－１０ ７９２－２００５

宮本医院 小・内 竜が台５丁目１１－１ ７９１－１３３１

神戸医療センター 全 西落合３丁目１－１ ７９１－０１１１

おち内科クリニック 内・循・消 南落合３丁目１－３３ ７９３－４６３９

てい小児科 小・アレ・内 北落合３丁目２８－３ ７９２－５７０１

松尾小児科 小・内 北落合５丁目３－３１ ７９３－２４１５

ご小児科 小・アレ 白川台６丁目１９－９ ７９６－０３５９

前田医院 内・小・循 友が丘８丁目２０１ ７９２－３８８８



＜垂水区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

あいはら子どもクリニック 小・アレ 日向１丁目４－１　レバンテ垂水１番館２Ｆ ７０５－０４１５

おぎのこどもクリニック 小・神内 日向２丁目１－２９ ７０５－５４００

武村内科 内・胃・小・リハ 平磯４丁目４－１９　第２片山ビル3Ｆ ７０８－０９９１

国井こども診療所 小・アレ 旭が丘１丁目７－１ ７０７－３０４０

谷山内科クリニック 内・呼・消 霞ヶ丘７丁目１－５１ ７０７－３３３４

近藤内科医院 内・呼・消・循・小 高丸７丁目７－２４ ７０９－５８０７

神戸徳洲会病院 全 上高丸１丁目３－１０ ７０７－１１１０

やまもと小児科クリニック 小・アレ 星陵台5丁目11－7　ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰ星陵台201号 ７８７－２１１２

まがき医院  内・呼・小 野田通７－９ ７０７－３００２

安藤クリニック 内・循・小 塩屋町４丁目２－１０ ７５１－３０３３

山田医院 内・小 塩屋町６丁目２１－１６ ７５１－０８４６

洪南クリニック 内・消・小 塩屋北町３丁目６－１ ７５１－２２２１

はら小児科 小・アレ 東垂水町字菅の口６５０－２ ７５２－６９２０

なかむらクリニック 小・リハ・麻 桃山台２丁目９－５ ７５２－１１７７

余医院 内・小 桃山台３丁目１１－１ ７５３－０７５５

おぎの小児科 小 つつじが丘４丁目５－３ ７０６－２４１５

藤原医院 内・小 学が丘１丁目１９－２３ ７８４－２２００

神戸掖済会病院 全 学が丘１丁目２１－１ ７８１－７８１１

井口小児科内科医院 内・小 学が丘４丁目１５－８ ７８５－００２３

内科小児科天王寺医院 内・小 小束山３丁目２－２ ７９５－１１６６

てい小児科クリニック 小 小束山本町3丁目2－28 ７８４－１１２０

かずおか小児科 小 本多聞１丁目１９－２２ ７８１－１２５５

馬場小児科 小 西舞子２丁目１４－２３ ７８５－７８５５

秋山医院 内・小 舞子台２丁目９－３０－１０２ ７８４－０６０６

はなだこどもクリニック 小・アレ 五色山２－５－１８　１Ｆ ７０６－００８７

なかもとキッズクリニック 小・内 舞多聞西５－１－３－２F ７８２－７７８７

久保みずき小児科・産婦人科 小 舞多聞西６－１－１－２F ７８２－３３２２

たかのこどもクリニック 小・アレ 学が丘７－１－３０ ７４７－０７０１

こばやし小児科 小 多聞台４丁目14－10 ６４７－８０１４



＜西区＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

熊谷内科医院 内・循・小 糀台３丁目２６－２ ９９１－７１１５

藤原医院 内・小 糀台４丁目７－４ ９９１－２３４５

ゆたかこどもクリニック 小・アレ 糀台５丁目６－３ 西神ｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ2Ｆ ９９０－５４５５

西神戸医療センター 全 糀台５丁目７－１ ９９７－２２００

クリニックヤマダ 内・小・放 狩場台３丁目９－４ ９９１－０１９４

久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 産婦・小 美賀多台３丁目１３－８ ９６１－３３３３

よしだ内科診療所 内・小 春日台３丁目３－２０ ９６１－０８２５

浅野医院 小・外・整 竹の台２丁目１９－２ ９９２－０３２０

クリニック希望 内・小 井吹台西町３丁目９－１ ９９７－１１７７

福井医院 内・循・小 井吹台西町４丁目４－２ ９９６－９９９１

なでしこレディースホスピタル 内・産・小 井吹台東町２丁目１３ ９９３－１２１２

梅本小児科 小 井吹台東町４丁目２０－１０ ９９６－１３５９

いしいこどもクリニック 小・アレ・循 井吹台北町２丁目１７－１３ ９９０－３００５

あんどうキッズクリニック 小 学園西町１丁目１－２　神戸学園都市ビル3Ｆ ７９２－４５４５

丹家内科クリニック 内・小 学園西町５丁目２－１ ７９３－６６２２

森川小児科 小 学園西町７丁目２－４ ７９４－００１７

はしだ小児科 小 伊川谷町有瀬字池林７０９－１　２Ｆ ９７８－１２３１

にのみや小児科 小・アレ 伊川谷町有瀬36－12　ﾗ・ﾍﾟｼﾞﾌﾞﾙ１Ｆ ９７８－１８１５

そうまこどもクリニック 小 前開南町1丁目4－4　伊川谷駅ビル3Ｆ ９７５－６５００

こばやし小児科・脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 内・小・脳 白水３丁目１－１５ ９７７－０３３０

つじ医院・小児科・アレルギー科 小・アレ 桜が丘東町４丁目１６－５ ９９４－３４５７

村田こどもクリニック 小 岩岡町岩岡９１７－１ ９６７－７８８０

山崎内科医院 内・消・リハ 福吉台１丁目１６１７－３３ ９６７－６８２２

まえだこどもクリニック 小 持子２丁目１６－２ ９２４－６６１１

永田医院 内・小 持子２丁目１１７ ９２８－８５５５

長谷川医院 内・消・小 小山１丁目３－２７ ９２６－１６８８

さの小児科クリニック 小・アレ 小山３丁目４－２０ ９２６－１２１０

＜市外＞

委託診療機関 診療科目 所在地 電　　話

明石市立市民病院 全 明石市鷹匠町１－３３ ９１２－２３２３

あさぎりこどもクリニック 小 明石市朝霧台3783-134 ９１２－４１５９


