
三宮駅周辺医療機関案内

ワールド健康保険組合
2015/7/1



ワールド健康保険組合
2015/7/1

診療科 番号 病院名 TEL 住所 AM PM 休診日

① 間森内科 078-231-2113
神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館13F

9:00～13:00
木：11時まで

16:00～18:30
日・祝日
木・土午後

② 金沢クリニック 078-331-0743
神戸市中央区加納町6-6-1
金沢三宮ビル11F

9:00～13:00
14：00～17：50
月・水・金：18：15まで

日・祝日第2・4土
土午後

③ 石田整形外科 078-242-2759
神戸市中央区日暮通6-4-15
サンパレス北浦1F

9：00～12：00 15：30～18：30
日・祝日
木・土午後

荻原整形外科病院 078-351-5751
神戸市中央区北長挟通
5-3-5

9：00～12：00 16:00～18:00
日・祝日
火・木・土午後

④ 北吉・谷口クリニック 078-231-5639
神戸市中央区磯上通8-1-32
グリーンビル4F

9：30～15：00
15：00～18：30
土：17時まで

水・日・祝日

④ 北吉・谷口クリニック 078-231-5639
神戸市中央区磯上通8-1-32
グリーンビル4F

9：30～13：00
15：00～18：30
土：17時まで

水・日・祝日
土はｵﾍﾟのみ

⑤ 近藤皮フ科クリニック 078-241-1224
神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5
グリーンシャポービル3F

9：30～12：30 16：30～19：00
日・祝日
水・土午後

⑥ 宮本耳鼻咽喉科 078-252-1515
神戸市中央区布引町4-3-6
マイファーレ神戸2F

9：00～12：30
土：13：30まで

15：30～19：00
日・祝日
木・土午後

⑦ 志水耳鼻咽喉科 078-272-6690
神戸市中央区雲井通8-1-2
三宮ターミナルビル4F

9：30～12：30
土：13：30まで

15：30～18：30
日・祝日
土午後

⑧ 藤谷耳鼻咽喉科 078-261-0874
神戸市中央区琴ノ緒町5-6-3
三共ビル3F

10：00～13：00 15：30～19：00
木・日・祝日
土午後

⑨ 松葉眼科 078-391-4901
神戸市中央区三宮町1-8-1
さんプラザビル3F

10：00～12：30
14：00～19：00
土：16時まで
日・12：00～16：30

木
日午後
祝日診察時間要確認

⑩ きくち眼科医院 078-221-0016
神戸市中央区雲井通8-1-2
三宮ターミナルビル4F

9：30～13：00 15：00～18：00
木・日・祝日
土午後

⑪ 岡田クリニック眼科 078-231-7100
神戸市中央区布引町3-1-7
神戸クリニックビル8F

10：00～13：00
15：00～19：00
日・祝日14：30～17：00

土午後
日・祝日要確認

⑫ いしはらクリニック 078-261-8971
神戸市中央区雲井通6-1-5
コスモビル2F

11：00～13：00
14：00～19：00
日・祝日12：00～17：00

火
日・祝日午前

⑬ 井堂歯科医院 078-241-8618
神戸市中央区雲井通8-1-2
三宮ターミナルビル4F

9：30～13：00
土12：30まで

15：00～19：30
木・日・祝日
土午後オペのみ

⑭ 村瀬歯科医院 078-331-9880
神戸市中央区浪花町59
神戸朝日ビル13F

9：00～12：00 14：00～17：00 土・日・祝日

⑮ 大成歯科医院 078-393-1616
神戸市中央区京町74
京町74番ビル8F

9：30～13：00
14：30～19：30
水：19時まで
土：17時まで

日・祝日
第5土
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診療科 番号 病院名 TEL 住所 AM PM 休診日

あつしクリニック 078-854-7038
神戸市東灘区御影2-2-9
御影時枝ビル2F

9：00～12：30 15：30～19：00
水・日・祝日
火・土午後

まつい心療クリニック 078-451-5611 神戸市東灘区岡本2-4-15
9：30～12：30
木：10時から

16:00～18:30
土・日・祝日
木午後

橋村メンタルクリニック
078-845-3745
　　　　　　　3746

神戸市東灘区住吉本町1-7-2
石橋ビル5F

9：30～12：30
土：13：30まで

16：00～19：30
水・日・祝日
土午後

むらかみ心療クリニック 078-974-8355
神戸市西区前開南町1-4-4
伊川谷駅前ビル2F

9：00～12：00 16：00～19：00
日・祝日
水・土午後

寺田神経内科クリニック 078-593-5671
神戸市北区北五葉1-5-1
ハピネスプラザ27

9：00～12：00 16：00～19：00
木・日・祝日
土午後

富永神経科クリニック 078-987-4977
神戸市北区藤原台中町1-2-1
北神中央ビル3F

9：30～12：30 16：00～19：00
日・祝日
水・土午後

ことしろクリニック 078-578-0671
神戸市長田区五番町7-3-1
201

9：30～12：30
土：13：30まで

15：00～18：00
月・金：19：15

日・祝日
木・土午後

上田メンタルクリニック 078-704-4100
神戸市垂水区海岸通2-2
ユニオン垂水海岸通り2F

9：00～12：00 15：00～18：00
日・祝日
水・木・土午後

更井クリニック 078-682-8186 神戸市兵庫区三川口町1-4-6
9：30～12：00
火・金18時まで

16：00～19：00
日・祝日
水・土午後

⑯ 田中神経科クリニック 078-261-2431
神戸市中央区磯上通8-1-12
大木ビル1F

10：00～13：00 15：00～18：00 木・土・日・祝日

若栄クリニック 078-360-1152
神戸市中央区花隈町3-3
メトロハイツ花くまビル2F

10：00～13：00
14：00～17：00
月・金19時まで

水・日・祝日
木午後

⑰ 山下レディスクリニック 078-265-6475
神戸市中央区磯上通7-1-8
三宮インテス4F

10：00～13：00 16：00～19：00
日・祝日
木・土午後

⑱ 英ウィメンズクリニック 078-392-8723
神戸市中央区三宮町1-1-2
三宮セントラルビル2・4F

8：30～16：00
土日祝：15時まで

年末年始

レディスクリニックハヤシ 078-393-8840
神戸市中央区明石町32番地
明海ビル901

9：30～13：00
15：00～17：30
土：17時まで

木・日
水午後

⑲
ゆかり
レディースクリニック

078-391-7887
神戸市中央区三宮町1-4-9
ウエシマ本社ビル3F

10：00～13：00
16：00～19：00
金：17時から

水・日・祝日
金午前　土午後

みずとりクリニック 078-987-4103 神戸市北区藤原台北町7-2-7 9：30～13：00 17：30～19：30
日・祝日
火・木・土午後

久保みずき
レディースクリニック

078-961-3333 神戸市西区美賀多台3-13-8 9：30～11：30
14：00～18：30
木：16時まで

日・祝日
土午後

心療内科・婦人科

心療内科

婦人科
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歯科 ★ 石本歯科 078-391-7041
神戸市中央区三宮町1-10-1
神戸交通センタービル6F

9：30～12：30
土：12時まで

14：00～18：00
水：17時まで

日・祝日
土午後

内科 ★ 岡本クリニック 078-322-2488 〃 9：30～13：00 15：00～18：00
日・祝日
水・土午後

眼科 ★ 曽谷眼科 078-391-2179 〃 10：00～13：00
14：00～19：00
水：17時まで

日・祝日
土午後

心療内科 ★ 宇野心療内科クリニック 078-327-1811 〃 9：00～12：00 16：00～19：00
水・祝日
土午前

皮膚科 ★ 本田皮膚科 078-331-1212 〃 9：30～13：00 15：30～18：30
木・日
土午後

神戸交通センタービル
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