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赤埴　詩朗 660-8511 尼崎市稲葉荘3丁目1-69　 関西ろうさい病院 06-6416-1221 尼崎

芦名　真也 654-0022 神戸市須磨区大黒町2丁目1-11フェニックスビル2F 芦名耳鼻咽喉科医院 078-733-0250 神戸市

石黒　佳代子 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6丁目1-34　 三菱神戸病院 078-671-7705 神戸市

市川　博康 679-5382 佐用郡佐用町佐用1111　 佐用共立病院 0790-82-2321 相生

井之口　豪 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 神戸大学大学院医学研究科外科系講座耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野　 078-382-6020 神戸市

魚住　真樹 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 姫路

魚本　雄二郎 653-0854 神戸市長田区平和台町2丁目1-25 魚本耳鼻咽喉科 078-641-1187

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 神戸市

岡　しおり 651-0092 神戸市中央区生田町1-4-1ショダリ21ビル6階 岡クリニック 078-230-1123 神戸市

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 神戸市

小川　晃弘 670-0801 姫路市仁豊野650　 姫路聖マリア病院 079-265-5111 姫路

沖田　純 656-0026 洲本市栄町1丁目3-27TOPビル5階 沖田耳鼻咽喉科 0799-25-4187 淡路

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 神戸市

香山　智佳子 656-0012 洲本市宇山3丁目1-20 耳鼻咽喉科形成美容外科香山医院 0799-24-1133 淡路

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 姫路

北中　幸一郎 660-0893 尼崎市西難波町6丁目10-1 北中耳鼻咽喉科 06-6401-7026 尼崎

北山　勇人 656-2311 淡路市久留麻1867　 東浦平成病院 0799-74-0503 淡路

金　泰秀 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通2-2-3ケーズデンキHAT神戸店3F きむ耳鼻咽喉科 078-242-3387 神戸市

黒田　淳一 673-0023 明石市西新町2丁目4-13 耳鼻咽喉科　黒田医院 078-922-3391 加古川

黒田　浩之 654-0155 神戸市須磨区西落合3丁目1-1 国立病院機構　神戸医療センター 078-791-0111 神戸市

古閑　次夫 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 神戸市

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 加古川

小西　保伯 653-0037 神戸市長田区大橋町6-1-1-215アスタプラザウエスト のぞみ耳鼻咽喉科 078-611-8733 神戸市

齊藤　優子 673-0505 三木市志染町細目字橋ヶ谷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 加古川
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阪上　雅史 663-8501 西宮市武庫川町1番1号 兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 0798-45-6493 西宮

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 伊丹

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 西宮

澤田　直樹 673-0002 明石市旭が丘21-23クリニックステーション西明石2-C さわだ耳鼻咽喉科・アレルギー科 078-945-6661 加古川

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 078-992-8719 神戸市

四ノ宮　隆 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 西宮

柴田　敏章 651-1145 神戸市北区惣山町2丁目1-1　 JCHO神戸中央病院 078-594-2211 神戸市

下屋　聡子 652-0042 神戸市兵庫区東山町3丁目3-1　 川崎病院 078-511-3131 神戸市

鈴木　克司 660-0063 尼崎市大庄北4丁目18-1 鈴木耳鼻咽喉科医院 06-6412-3314 尼崎

瀬尾　律 660-0881 尼崎市昭和通7丁目236 瀬尾耳鼻咽喉科院 06-6411-3387 尼崎

瀬尾　達 660-0052 尼崎市七松町1丁目2-1-302フェス夕立花北館3F 瀬尾クリニック 06-6415-3387 尼崎

高島　荘二 651-1132 神戸市北区南五葉1丁目2-28サンロイヤル清水2F 高島耳鼻咽喉科 078-594-1660 神戸市

髙原　哲夫 651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1ベルスト鈴蘭台201-3 耳鼻咽喉科髙原クリニック 078-594-6313 神戸市

武木田　誠一 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 姫路

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 神戸市

武田　直広 654-0131 神戸市須磨区横尾1-17-202号ワコーレ妙法寺駅前ウィックスシティ2F 武田耳鼻咽喉科 078-743-1424 神戸市

武田　典子 654-0131 神戸市須磨区横尾1-17-202号ワコーレ妙法寺駅前ウィックスシティ2F 武田耳鼻咽喉科 078-743-1424 神戸市

伊達　和宏 652-0804 神戸市兵庫区塚本通4丁目3-7 伊達耳鼻咽喉科医院 078-575-2340 神戸市

谷　眞琴 675-0123 加古川市別府町朝日町36-16 谷耳鼻咽喉科医院 079-435-2752 加古川

田渕　哲 653-0038 神戸市長田区若松町4-2-9アスタピア新長田エスタガーデン2F 田渕クリニック 078-641-9877 神戸市

垂井　康之 651-1505 神戸市北区道場町日下部1664アネックスビル201 垂井耳鼻咽喉科医院 078-939-7801 神戸市

辻本　俊弥 658-0072 神戸市東灘区岡本1-6-12有本ビル2F つじもと耳鼻咽喉科 078-414-3387 神戸市

栗花落　昌和 652-0042 神戸市兵庫区東山町1丁目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 神戸市

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 但馬
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土井　清司 657-0035 神戸市灘区友田町3丁目2-12ツカサメディカルビル3F どい耳鼻咽喉科 078-842-1187 神戸市

中川　巖 671-1254 姫路市網干区余子浜582　 中川耳鼻咽喉科 079-274-3387 姫路

中島　章雄 662-0002 西宮市鷲林寺南町2-33 0798-73-6603 西宮

中林　まゆみ 656-0455 南あわじ市神代国衙1680-1　 中林病院 0799-42-6200 淡路

中村　賢 670-0917 姫路市忍町85油井ビル1階 中村耳鼻咽喉科 079-224-2666 姫路

西脇　至 651-2131 神戸市西区持子2丁目12番 西脇耳鼻咽喉科医院 078-927-5055 神戸市

野澤　眞司 661-0976 尼崎市潮江1丁目3-43　2F 尼崎駅前耳鼻咽喉科のざわクリニック 06-6496-4187 尼崎

箱崎　聖史 651-2103 神戸市西区学園西町1丁目13学園都市駅ビル3F 箱崎耳鼻咽喉科 078-791-1133 神戸市

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 姫路

濱本　由記子 674-0067 明石市大久保町大久保町597-10 浜本整形外科耳鼻咽喉科 078-935-5011 加古川

春名　威範 670-0801 姫路市仁豊野650　 姫路聖マリア病院 079-265-5111 姫路

平林　まり 674-0051 明石市大久保町大窪445-1 平林耳鼻咽喉科クリニック 078-934-4133 加古川

福嶋　宗久 660-8511 尼崎市稲葉荘3丁目1-69　 関西ろうさい病院 06-6416-1221 尼崎

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 西宮

藤岡　孝典 666-0142 川西市清和台東3丁目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 伊丹

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2階 耳鼻咽喉科藤木クリニック 078-412-3387 神戸市

藤村　英一 669-1322 三田市すずかけ台2丁目3-1えるむプラザ302 藤村耳鼻咽喉科医院 079-565-5977 伊丹

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

細見　慶和 651-0053 神戸市中央区籠池通4丁目1-23　 神戸労災病院 078-231-5901 神戸市

前田　秀明 660-0883 尼崎市神田北通1丁目5E&Eビル2F 前田耳鼻咽喉科医院 06-6411-6788 尼崎

前田　仁 657-0838 神戸市灘区王子町1丁目1-14前納ビル1F 前田耳鼻咽喉科医院 078-801-3033 神戸市

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 神戸市

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 西宮

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 姫路
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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 神戸市

宮本　浩明 654-0012 神戸市須磨区飛松町1-2-9 宮本耳鼻咽喉科 078-732-4362 神戸市

村田　潤子 661-0981 尼崎市猪名寺3丁目5-15　2F むらた耳鼻咽喉科クリニック 06-6424-4133 尼崎

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 加古川

森　裕司 662-0812 西宮市甲東園1-6-27 森耳鼻咽喉科医院 0798-52-3387 西宮

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 姫路

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 神戸市

柳沢　光宗 661-0953 尼崎市東園田町5丁目59-1ハイム高木131 回生耳鼻咽喉科医院 06-6498-2890 尼崎

山本　沙織 670-8520 姫路市本町68　 国立病院機構　姫路医療センター 079-225-3211 姫路
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