
先進医療実施施設一覧：兵庫県                2019 年 8 月 20 日現在 

●先進医療登録システムに登録し、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(※)」に掲載されている施設

情報を掲載しています。情報更新のタイミングにより、双方の情報が異なる場合がありますのでご注意ください。 

 ※先進医療を実施している医療機関の一覧：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html 

●掲載されている実施施設につきまして、その診療内容を当学会が保証するものではありません。 

公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 

施設名 郵便番号 住所 電話番号 

医療法人社団 秀明会 遠谷眼科 〒661-0002 尼崎市塚口町 1-10-31 06-6424-3250 

先端医療センター 〒650-0047 神戸市中央区港島南町 2-2 078-304-5200 

医療法人 三栄会 ツカザキ病院 〒671-1227 姫路市網干区和久 68 番 1 号 079-272-8555 

眼科 中橋クリニック 〒655-0881 神戸市垂水区東垂水町菅の口 634-1 078-752-8818 

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

おじま眼科クリニック 〒655-0893 
神戸市垂水区日向 2-1-4  
垂水駅前ゴールドビル 3 階 

078-704-6181 

医療法人吉徳会 あさぎり病院 〒673-0852 明石市朝霧台 1120-2  078-912-7575 

医療法人社団 和田眼科 〒663-8245 
西宮市津門呉羽町 1-28 
今津医療センター2 階  

0798-39-3777 

医療法人社団 松原眼科クリニック 〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町 4-4-1-216 078-857-1146 

ゆう眼科クリニック 〒668-0065 豊岡市戸牧 535-1 0796-22-1146 

医療法人社団 医新会 レイ眼科クリニッ
ク 

〒650-0034 
神戸市中央区京町 74 番地 
京町 74 番ビル 9 階  

078-391-0157 

医療法人社団 医新会 新見眼科 〒674-0092 明石市二見町東二見 901-1 078-949-5310 

医療法人社団 えの眼科クリニック 〒662-0977 
西宮市神楽町 11-27  
ブルーノ夙川 3 階  

0798-23-8844 

医療法人社団 渡部眼科 〒661-0976 尼崎市潮江 1-3-43  06-6423-9720 

カトウ眼科 〒666-0033 川西市栄町 12-8  072-740-3811 

サトウ眼科 〒663-8231 
西宮市津門西口町 1-3  
西宮アネックス１Ｆ  

0798-31-5418 

野本眼科 〒670-0024 姫路市鷹匠町乙 26  079-299-1000 

おおしま眼科 〒678-0222 赤穂市東浜町 18  0791-45-7890 

フタバ眼科 〒674-0068 
明石市大久保町ゆりのき通2-2-6  
SHUNDO BLD.4F 

078-935-8628 

医療法人社団 ししだ眼科クリニック 〒673-0017 
明石市野々上 2-10-16 
エクセレント西明石 1 階 

078-928-7911 

長田眼科 〒651-1132 神戸市北区南五葉 2-1-39 078-592-0107 

伊田眼科クリニック 〒669-1544 三田市武庫が丘 7-7-4  079-556-8600 

医療法人社団 新長田眼科病院 〒653-0036 神戸市長田区腕塚町 4-1-13 078-631-1010 
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 

兵庫医科大学病院 〒663-8501 西宮市武庫川町 1-1  0798-45-6462 

柴田眼科 〒665-0011 
宝塚市南口 2-5-30  
第３バイオレットビル２階  

0797-74-8777 

医療法人社団 さいとう眼科 〒666-0021 
川西市栄根 2-6-32   
V ビル４階  

072-7567-0300 

落合眼科医院 〒651-2109 
神戸市西区前開南町 1-2-1  
伊川谷駅ビル 2F 

078-939-3315 

こじま眼科 〒670-0906 姫路市博労町 91 079-293-6788 

伊丹中央眼科 〒664-0851 伊丹市中央 1-5-1  072-773-1331 

奥村眼科 〒663-8126 
西宮市小松北町 1-1-27 
エムプラン小松ビル 202 

0798-40-2625 

せきむかい眼科クリニック 〒662-0051 
西宮市羽衣町 7-30  
夙川グリーンタウン 3 階 

0798-26-3030 

いまだ眼科 〒675-2312 加西市北条町北条 28-1  0790-43-3933 

さくら眼科 〒669-3467 丹波市氷上町本郷 318-1 0795-78-9128 

ささお眼科クリニック 〒672-8071 姫路市飾磨区構 1 丁目 72 番地  079-233-7788 

眼科やまなか医院 〒658-0054 
神戸市東灘区御影中町 1 丁目 6 番 9 号 
ウエダビル 2 階 

078-841-4113 

医療法人社団 ほしな眼科クリニック 〒663-8013 西宮市門前町 3-2  0798-65-0095 

よこやま眼科クリニック 〒675-0045 加古川市西神吉町岸 100-11 079-433-3001 

医療法人社団 瞳潤会 田村眼科 〒673-0891 明石市大明石町 1-7-33 大手ビル 1 階 078-913-1010 

かみもと眼科 〒658-0015 
神戸市東灘区本山南町 8-5-25  
オルゴグラート本山 1 階  

078-862-5100 

神戸百年記念病院 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町 1-9-1  078-681-6111 

やまいけ眼科 〒668-0263 豊岡市出石町福住 1316   0796-52-6441 

医療法人社団 福地眼科 〒666-0142 
川西市清和台東 3-1-8  
トナリエ清和台  

072-790-5050 

すやま眼科 〒655-0047 
神戸市垂水区東舞子町 10-1  
ティオ舞子 7F  

078-785-1220 

なかにし眼科クリニック 〒651-2131 神戸市西区持子 2-3-2   078-925-4100 

医療法人社団 高井眼科医院 〒654-0151 神戸市須磨区北落合 2-11-7   078-791-2911 

もりむら眼科 〒661-0981 
尼崎市猪名寺 3-5-15  
アルカドラッグストア 2 階  

06-6429-4146 
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神戸大学医学部附属病院 〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-2   078-382-6048 

宮の前眼科 〒664-0895 
兵庫県 伊丹市宮ノ前 1-4-8  
みやのまち 3 号館１F  

072-783-3577 

せや眼科 〒669-1528 三田市駅前町 8-4   079-559-8887 

いとう眼科クリニック 〒659-0025 芦屋市浜町 9-12   0797-38-2511 

医療法人財団 神戸海星病院 〒657-0068 神戸市灘区篠原北町 3 丁目11 番 15 号  078-871-5201 

やながわ眼科  〒652-0803 
神戸市兵庫区大開通 8-2-2  
ワコーレザ神戸ハウス 108  

078-576-1575 

神戸市立神戸アイセンター病院  〒650-0047 神戸市中央区港島南町 2-1-8   078-381-9876 

藤井眼科  〒656-0026 洲本市栄町 1-3-27   0799-24-4490 

三木山陽病院  〒673-0501 三木市志染町吉田 1213-1  0794-85-3061 

木下病院  〒670-0084 姫路市東辻井 4-1-12   079-292-1521 

とべ眼科 〒675-0101 
加古川市平岡町新在家 599-4 
鳥徳ビル１階 

079-426-9999 

おおみち眼科 〒675-0101 
加古川市平岡町新在家 1588-21 
アビエスメディカルメール２階 

079-425-1258 

きしもと眼科 〒658-0083 
神戸市東灘区魚崎中町 1-9-11 
YM ビル魚崎中町３F 

078-431-1101 

一般社団法人 日本海員掖済会  
神戸掖済会病院 

〒655-0004 神戸市垂水区学が丘 1-21-1 078-781-7811 

いわわき眼科クリニック 〒669-5214 朝来市和田山町桑原中井田401 079-672-0601 

医療社団法人 和顔会  
眼科山口クリニック 

〒661-0953 尼崎市東園田町9-48-1 園田阪急プラザ1 階 06-6498-6650 

木村眼科 〒669-5201 朝来市和田山町和田山 232 079-672-0202 

かなやま眼科クリニック 〒662-0863 西宮市室川町 4-20 ニュー室川ビル 102 号 0798-56-7870 

医療法人社団 あべ眼科クリニック 〒677-0017 西脇市小坂町 175 0795-22-2200 

姫路赤十字病院 〒670-8540 姫路市下手野 1 丁目 12 番 1 号 079-294-2251 

いのうえ眼科 〒655-0048 神戸市垂水区西舞子 2 丁目14 番 11 号 078-747-0722 

加古川中央市民病院  〒675-8611 加古川市加古川町本町 439 番地 079-451-5500 
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