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① ② ③ ④ ⑤

1 寺田内科・呼吸器科 寺田　邦彦 寺田　邦彦 城東 姫路市城東町五軒屋3-6 079-285-0111 079-285-0369 内科 呼吸器内科

2 かじや循環器内科 梶谷　定志 梶谷　定志 白鷺 姫路市白銀町36-1 中ノ門シャンポービル３Ｆ 079-282-5078 079-280-1078 循環器内科

3 金高医院 金髙　眞人 金髙　眞人 白鷺 姫路市福中町10 079-223-2834 079-223-2875 内科 精神科

4 西庵医院 西庵　克彦 西庵　克彦 白鷺 姫路市紺屋町37 079-222-0762 079-222-0762 内科 循環器科

5 にしあんクリニック内科外科 西庵　利彦 西庵　利彦 白鷺 姫路市亀井町16 079-222-0759 079-222-0759 内科

6 井上内科医院 井上　省三 井上　省三 船場 姫路市博労町77 079-293-7745 079-293-7745 内科 循環器内科

7 なかむら内科クリニック 中村　晃 中村　晃 船場 姫路市南今宿3-1今宿メディカルビルディング2階201号室 079-298-1700 079-298-1800 内科 消化器内科

8 井上クリニック 井上　公成 井上　公成 城西 姫路市龍野町2丁目16番地 079-295-3111 079-295-3112 内科 循環器科 胃腸科 外科 リハビリテーション科

9 辻井はやし内科 林　　義和 林　　義和 城西 姫路市東辻井2丁目8-34 079-296-8110 079-296-8108 内科 消化器科 呼吸器科

10 森内科医院 森　　為博 森　　博子 城西 姫路市嵐山町4-1 079-297-2018 079-293-7007 糖尿病内分泌内科

11 吉川内科医院 吉川　誠之 吉川　誠之 安室東 姫路市辻井7丁目14番13号 079-296-4138 079-296-4138 内科

12 さだとうクリニック 定藤　剛 定藤　剛 安室 姫路市御立中2丁目12-10 079-291-1171 079-291-1181 内科 脳外科 リハビリ科

13 岡本内科 岡本　英之 岡本　英之 高岡 姫路市北今宿3丁目5-36 079-299-0001 079-299-0002 内科

14 中山外科 中山　雅之 中山　雅之 中山　雄介 高岡 姫路市山吹2丁目12番15号 079-292-5526 079-293-6556 外科

15 平見内科クリニック 平見　良一 平見　良一 高岡 姫路市車崎2丁目6-22 079-296-6777 079-296-6778 内科 糖尿病内科 循環器内科

16 姫路赤十字病院 佐藤　四三 廣政　敏 高岡西 姫路市下手野1丁目12番1号 079-294-2251 079-296-4050 内科

17 すがの内科クリニック 菅野　雅彦 菅野　雅彦 別所 姫路市別所町北宿1048番地3 079-252-7350 079-252-7360 内科 消化器科

18 いけがみクリニック 池上　修生 池上　修生 別所 姫路市別所町佐土2丁目18番地 079-253-3288 079-253-3288 内科 人工透析内科 泌尿器科

19 書写西村内科 西村　豊 西村　聡 曽左 姫路市書写1019-620 079-294-8484 079-295-2220 内科

20 瀧谷内科医院 瀧谷　泰博 瀧谷　泰博 曽左 姫路市菅生台1 079-266-2353 079-266-2502 内科

21 神頭医院 神頭　勝 神頭　勝 城北 姫路市城北本町16-14 079-285-1119 079-285-1194 胃腸科 外科

22 藤本医院 藤本　雅人 藤本　雅人 城北 姫路市八代728-7 079-225-1768 079-225-1817 内科 胃腸科

23 水野内科医院 水野　修 水野　修 野里 姫路市坊主町55 079-224-2510 079-224-2882 内科 消化器内科

24 野里門クリニック 石井　洋治 大城　義之 野里 姫路市坊主町1 079-225-1234 079-225-1261 腎臓内科

25 和辻医院 和辻　瑞彦 和辻　恭彦 砥堀 姫路市仁豊野357-1 079-264-2810 079-264-7566 内科 小児科

26 奥山クリニック 奥山　誠 奥山　誠 奥山　浩子 水上 姫路市保城491-1 079-289-1123 079-289-3089 内科 消化器内科 小児科

27 糖尿病内科　西詰医院 石見　鈴子 石見　鈴子 荒川 姫路市土山5丁目5-35 079-292-0092 079-292-9831 内科 糖尿病内科

28 福本内科 福本　淳 福本　淳 荒川 姫路市玉手3丁目62-1 079-234-9118 079-234-1060 内科 循環器内科

29 辰巳内科医院 辰巳　茂 辰巳　和宏 手柄 姫路市飯田3丁目97 079-234-0034 079-234-0189 内科

30 三和内科医院 三和　秀輔 三和　秀輔 手柄 姫路市東延末5丁目86 079-226-0606 079-223-5060 内科 循環器内科 消化器内科

31 山本内科胃腸科 山本　一郎 山本　一郎 城陽 姫路市豊沢町140 新姫路ビル2F 079-223-8763 079-223-8810 内科 胃腸科

32 山陽内科クリニック 上森　久喜 上森　久喜 飾磨 姫路市飾磨区清水2丁目31 079-235-0385 079-235-9684 内科

33 中村純クリニック 中村　純 中村　純 飾磨 姫路市飾磨区清水3-81 079-231-5887 079-231-5911 胃腸科 外科

34 寺西医院 寺西　伸也 寺西　哲也 飾磨 姫路市飾磨区清水108 079-234-9121 079-235-0552 内科 糖尿病内科

35 藤戸内科 藤戸　和孝 藤戸　和孝 飾磨 姫路市飾磨区恵美酒213-7 079-234-2666 079-233-0225 内科

36 深津内科診療所 深津　泰英 深津　泰英 飾磨 姫路市飾磨区中島7 079-234-1877 079-234-7778 内科

37 大島内科クリニック 大島　誠一郎 大島　誠一郎 津田 姫路市飾磨区構3丁目233 079-233-3320 079-233-3520 内科

38 木村内科 木村　陽行 宮川　倫子 英賀保 姫路市飾磨区城南町1-67-1 079-237-3000 079-237-3001 内科

39 深津内科医院 深津　栄一 深津　裕寿 英賀保 姫路市飾磨区矢倉町1-65 079-236-1730 079-236-5252 内科

40 大村内科 大村　素子 大村　素子 松田　耕作 白浜 姫路市白浜町丙492-11 079-245-0355 079-245-0372 循環器内科 消化器内科

41 貴志内科クリニック 貴志　文俊 貴志　文俊 白浜 姫路市白浜町寺家1丁目177-2 079-247-3722 079-247-3723 内科

42 中野診療所 中野　稔雄 中野　稔雄 白浜 姫路市白浜町甲2138 079-246-0501 079-246-0504 内科 循環器内科 皮膚科

43 石田内科クリニック 石田　正矩 石田　正矩 白浜 姫路市白浜町宇佐崎中2丁目522-2 079-245-3366 079-245-8028 内科（人工腎臓） 循環器科 消化器科 呼吸器科

44 近藤内科医院 近藤　晃司 近藤　晃司 糸引 姫路市東山251 079-247-3111 079-247-3112 内科

45 せおクリニック内科眼科 瀬尾　靖 瀬尾　靖 糸引 姫路市北原266-1 079-240-6231 079-240-6232 内科

46 土井医院 井上　裕彦 井上　裕彦 的形 姫路市的形町的形1761-20 079-254-0732 079-254-0916 内科 小児科

47 くるす医院 来栖　昌朗 来栖　昌朗 八幡 姫路市広畑区西蒲田37-1 079-236-3700 079-237-4825 内科

48 三木医院 三木　隆 三木　隆 大津 姫路市大津区新町1-70 079-236-1515 079-236-6565 内科 循環器内科

49 朝山内科医院 朝山　知子 朝山　知子 旭陽 姫路市網干区坂上字町田378-1 079-274-1281 079-274-3140 内科

50 美野内科医院 美野　正樹 美野　正樹 勝原 姫路市勝原区丁98-7 079-274-0600 079-287-8890 内科

51 松浦医院 松浦　伸郎 松浦　伸郎 古知 姫路市夢前町古知之庄609 079-336-0120 079-336-0120 内科 小児科

52 松浦診療所 松浦　伸郎 松浦　伸郎 置塩 姫路市夢前町宮置232-7 079-335-0140 079-335-0140 内科 小児科

53 姫路市立ぼうぜ医院 下宮　一雄 下宮　一雄 坊勢 姫路市家島町坊勢702番地238 079-326-0253 079-326-0595 内科 小児科
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