令和２年度 西宮市妊婦健康診査事業 契約医療機関 一覧表
【西 宮 市 内】
いのうえウィメンズクリニック
江原産婦人科医院
緒方産婦人科クリニック
岡田医院
神崎レディースクリニック
木内女性クリニック
倉智産婦人科
こじまクリニック
徐クリニック
スギモトレディースクリニック
すずきレディースクリニック
高橋産婦人科クリニック
竹村婦人科クリニック
中川産婦人科クリニック
まりウィメンズクリニック
宮本レディースクリニック
もりたレディースクリニック
山田産婦人科
ゆぐちクリニック
レディース&ARTクリニック
サンタクルス
レディース＆マタニティクリニック
サンタクルス ザ シュクガワ
明和病院
兵庫県立西宮病院
兵庫医科大学病院

下大市東町８番１６号
二見町９番１７号
笠屋町７番１号
南昭和町３番１８号
門前町２番１８号
高松町４番８号プレラにしのみや３０２
甲子園八番町２番１６号
田中町５番２０号４階
松籟荘１０番２５号
甲風園１丁目１２番５号
田中町３番１号エイヴィスプラザ２０２号
和上町６番２２号
甲子園六番町１９番３号メープル甲子園六番町１０１号
柳本町４番１６号
安井町５番１４号夙川フロントビル３階
樋之池町５番２２号
北口町１番２号アクタ西宮東館４階
甲子園町６番１３号
松山町１３番２５－２０４
高松町５番２２号１階１０１号室
相生町８番１１号
上鳴尾町４番３１号
六湛寺町１３番９号
武庫川町1番1号

（助産所）
助産院ツルマタニティクリニック

市庭町６番１９号

渡辺産婦人科小児科
芦屋・小野レディスクリニック
市立芦屋病院
ウィメンズクリニック布谷
阿部レディースクリニック

芦屋市船戸町６番２１号
芦屋市清水町２番８号
芦屋市朝日ヶ丘町３９番１号
芦屋市船戸町１番２９号モンテメール西館５階
芦屋市公光町７番１５号スピリット芦屋１階

信永みほレディースクリニック
清水産婦人科医院
大門医院

宝塚市鹿塩２丁目１３番４１号
宝塚市南口２丁目２番４号
宝塚市川面３丁目２３番１２号

レディース＆マタニティクリニック
サンタクルス ザ タカラヅカ

宝塚市武庫川町６番２２号

中村産婦人科
小原ウイメンズクリニック
平野マタニティクリニック

宝塚市中筋６丁目１５番７号
宝塚市山本東２丁目８番２５号
宝塚市山本東３丁目１４番５号

【芦 屋 市】

【宝 塚 市】

【尼 崎 市】
関西労災病院
尼崎医療生協病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
武居レディースクリニック
武居レディースクリニック塚口院
大原クリニック
末包クリニック
立花内科産婦人科医院
かないレディースクリニック
南川クリニック
伊藤産婦人科医院
産科・婦人科 衣笠クリニック
済生会兵庫県病院
産科・婦人科 みずとりクリニック
神戸アドベンチスト病院
安部内科婦人科クリニック
レディス・クリニック・ヨコヤマ
マムクリニック
母と子の上田病院
パルモア病院
英ウィメンズクリニック
神戸市立医療センター中央市民病院
山下レディースクリニック
たなべ産婦人科
兵庫県立こども病院
亀田マタニティ･レディースクリニック
川口レディースクリニック
もりレディースクリニック

尼崎市稲葉荘３丁目１番６９号
尼崎市南武庫之荘１２丁目１６番１号
尼崎市東難波町２丁目１７番７７号
尼崎市武庫之荘２丁目1番１号ＡＴＳＴビル３０１号
尼崎市上坂部１丁目１番１号ビエラ塚口３階
尼崎市南武庫之荘３丁目２１番２４号
尼崎市南武庫之荘１丁目１３番１０号
尼崎市立花町４丁目３番２２号
尼崎市塚口町５丁目１０番３号
尼崎市塚口本町２丁目２０番１号
尼崎市南塚口町１丁目７番５号
尼崎市東園田町９丁目１０番１号

神戸市中央区港島南町２丁目１番１号

神戸市東灘区御影石町４丁目１３番３号
神戸市垂水区塩屋台１丁目８番３号
神戸市北区ひよどり台２丁目３０番６号
神戸市長田区二葉町２丁目５番１０号

【県 内 そ の 他 市 町】
いけざわレディースクリニック
近畿中央病院
みずほレディースクリニック
みずほレディースクリニック伊丹駅前
みつこウィメンズクリニック
ベリタス病院
第二協立病院
あさぎり病院
ちくご・ひらまつ産婦人科医院
奥産婦人科
かたしま・きたうら産婦人科医院
高砂西部病院
シオタニレディースクリニック
三田市民病院
坂井産婦人科
浜本産婦人科医院
わかば・産婦人科
小野レディースクリニック
北播磨総合医療センター
親愛産婦人科
出口産婦人科
タマル産婦人科
兵庫医科大学ささやま医療センター
兵庫県立丹波医療センター
いわたウィメンズクリニック
西脇市立西脇病院
公立豊岡病院組合立豊岡病院

伊丹市西台１丁目２番１１号C3ビルディング１階
伊丹市車塚３丁目１番地
伊丹市瑞穂町５丁目７２番地
伊丹市中央1丁目４番２号くらすと伊丹４階
伊丹市池尻４丁目９番１４号リバーサイド池尻２階
川西市新田１丁目２番２３号
川西市栄町５番２８号
明石市朝霧台１１２０番地の２
加古川市加古川町中津２３０番地の１
加古川市加古川町木村７００番地の１
高砂市米田町米田１３９番地の２
高砂市中筋１丁目１０番４１号
三田市中央町１０番１０号中央第一ビル３階
三田市けやき台３丁目１番地１
三田市天神１丁目１番１２号
三木市志染町青山３丁目１３番８号
小野市敷地町１５００番地の５
小野市西本町５３８番地の３
小野市市場町９２６番地２５０
姫路市網干区垣内中町２６０番地
姫路市西庄３８４番地の１
丹波篠山市東吹404番地1
丹波篠山市黒岡５番地
丹波市氷上町石生２００２番地の７
西脇市上比延町４３２番地の４９
西脇市下戸田６５２番地の１
豊岡市戸牧１０９４番地

【大 阪 府 内】
千船病院
北野病院
北中レディースクリニック
聖バルナバ病院
大阪市立十三市民病院
すとうレディースクリニック

大阪市西淀川区福町３丁目２番３９号
大阪市北区扇町２丁目４番２０号
大阪市北区梅田２丁目２番２号ヒルトンプラザウェスト４階

大阪市天王寺区細工谷１丁目３番１８号
大阪市淀川区野中北２丁目１２番２７号
大阪市中央区南船場３丁目１１番２４号 東京都市開
発御堂筋ビル４階
茨木市東奈良３丁目１６番３１号
茨木市駅前３丁目５番２１号
高槻市芝生町３丁目２１番１０号
枚方市岡東町１４番２８号
箕面市萱野５丁目７番１号
吹田市泉町５丁目６番６号
豊中市新千里南町２丁目１１番１号
豊中市岡町北３丁目１番２２号岡町百番館１階
堺市北区長曽根町１１７９番地３
東大阪市菱屋西３丁目６番８号
柏原市法善寺１丁目７番９号
和泉市室堂町８４０番地
貝塚市石才５５２番地
河内長野市木戸東町２番１号
池田市城南３丁目１番１８号
東大阪市小阪１丁目４番３７号

【そ の 他 市 町】
綾部市立病院

神戸市中央区磯上通７丁目１番８号三宮プラザWEST４階 川村産婦人科
神戸市灘区森後町３丁目５番３０号ナタール六甲ビル６階 桂川レディースクリニック

神戸市中央区港島南町1丁目６番７号
神戸市灘区八幡町１丁目８番１５号

神戸市東灘区御影本町４丁目１１番５号
神戸市東灘区御影本町２丁目９番１号
神戸市東灘区住吉東町２丁目４番３８号
神戸市東灘区向洋町中２丁目１１番
神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号
神戸市須磨区行幸町４丁目２番７号
神戸市須磨区東町４丁目１番２３号
神戸市須磨区戎町３丁目５番１５号
神戸市西区井吹台東町２丁目１３番地

（助産所）
毛利助産所
きらら助産院
マナ助産院
秋山助産院

田中病院
鈴木医院
なかにし産婦人科クリニック
なりもとレディースホスピタル
箕面市立病院
飯藤産婦人科
直原ウィメンズクリニック
【神 戸 市】
あかりクリニック
神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号
大阪労災病院
神戸市北区藤原台北町７丁目２番７号
小阪産病院
神戸市北区有野台８丁目４番１号
市立柏原病院
神戸市北区有野中町１丁目１１番１０号仲第１ビル２階 大阪母子医療センター
神戸市北区有野中町２丁目１３番１７号
あかね・レディースクリニック
神戸市北区有野町唐櫃３３８９番地
大阪南医療センター
神戸市中央区国香通１丁目１番４号
市立池田病院
神戸市中央区北長狭通４丁目７番２０号
（助産所）
神戸市中央区三宮町１丁目１番２号 三ノ宮セントラルビ ゆう助産院
ル７・８階

令和２年９月現在

登村レディスクリニック
産科・婦人科 ナカムラクリニック
山崎産科婦人科医院
六甲アイランド甲南病院
甲南医療センター
林産婦人科
森産婦人科医院
益子産婦人科医院
なでしこレディースホスピタル

藤田産婦人科内科
赤堀病院
神戸市灘区岩屋北町７丁目１番３０号ラ・メルベーユ２０１ サカタ産婦人科
神戸市東灘区本山北町２丁目９番７号
福間産婦人科クリニック
吉田産科婦人科医院

京都府綾部市青野町大塚２０番地の１
京都府京都市左京区下鴨高木町４０番地
滋賀県大津市御殿浜２１番８号
奈良県香芝市逢坂７丁目１３０番地の１
岡山県津山市椿高下３３
愛媛県西条市下島山甲１４５３番地
静岡県静岡市駿河区中原７３９番地の１
埼玉県入間市野田６４０番地の５

※年度途中で契約医療機関が変更する場合がございます。最新版は、西宮市ホームページに随時掲載しておりますのでご確認をお願いいたします。

