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足立病院

078-974-1122

（医）甲風会 有馬温泉病院 臨床検査科

078-904-3321（内線7301）

淡路県民局洲本健康福祉事務所

0799-26-2069

株式会社いかがく神戸ﾗﾎﾞ

078-691-7511

（一財）サニーピア医療保健協会サニーピアクリニック

078-331-6141

医療福祉センターさくら

079-568-4103（内線286）

医療法人 薫英の会久野病院

078-965-1199

医療法人社団 慈恵会 新須磨病院

078-735-0001

医療法人社団朝日ビル中院クリニック

078-321-5588

医療法人社団 淡路平成会 平成病院

0799-42-5335

医療法人社団菫会 伊川谷病院

078-974-1117

医療法人社団高山会 高山クリニック

0799-62-1366

医療法人社団 南淡千遥会 神戸平成病院

078-232-7512

LSIメディエンス（株）神戸市医師会ラボラトリー

078-795-5301

医療法人社団伍仁会 岡本クリニック

078-322-2488

荻原整形外科病院

078-351-5751(内線216）

医療法人一輝会荻原みさき病院

078-681-1213（内線316）

医療法人 仁風会 小原病院

078-521-1222（内線134）

医療法人社団 つかさ会尾原病院

078-743-1135

偕生病院 検査部

078-927-3211（内線160）

春日病院

078-592-7500（内線752）

医療法人愛和会 金沢病院検査室

078-861-2612

株式会社 日本食品エコロジー研究所

078-321-2311

株式会社 福山臨床検査センター神戸支所

078-521-4601

株式会社ビーエムエルBML神戸

078-242-2010

医療法人川崎病院 診療部臨床検査科

078-511-3131

医療法人社団 東峰会 関西青少年サナトリューム

078-967-1202（内線250）

株式会社 協同病理

078-977-0730

特定医療法人誠仁会協和病院

078-994-1202（内線141）

一般財団法人近畿健康管理センターＫＫウェルネス神戸健診クリニック

050-3802-1876

医療法人社団 恵友会久保みずきレディースクリニック 菅原記念診療所

078-961-3333

医療法人神甲会 隈病院

078-371-3721

医療法人 楠和会 公文病院 検査科

078-652-3201

県立淡路医療センター

0799-22-1200

県立健康生活科学研究所健康科学研究センター

078-511-6644

県立こども病院

078-732-6961

県立総合リハビリテーションセンター中央病院

078-927-2727

医療法人社団六心会 恒生病院

078-950-2622

一般財団法人 甲南会 甲南病院

078-851-2161(内線5258）

神戸朝日病院

078-612-5390

神戸アドベンチスト病院

078-982-1573

国立病院機構 神戸医療センター

078-791-0111

神戸掖済会病院 臨床検査部

078-781-2993

医療法人財団神戸海星病院検査室

078-882-8937

神戸学院大学栄養学部 臨床検査学

078-974-1551（内線2758）

神戸協同病院

078-641-6230

神戸市保健所 予防衛生課

078-322-6789

神戸市保健福祉局健康部 地域保健課管理係

078-322-5256

神戸市立医療センター中央市民病院 臨床検査技術部

078-302-4321（内線3511）

神戸市立医療センター中央市民病院内 LSIメディエンス検査室

078-302-1820

地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院

078-576-5251

神戸赤十字病院 検査部

078-231-6006（内線2318）

神戸大学医学部附属病院 輸血部

078-382-6460

神戸大学医学部附属病院 検査部

078-382-5111（内線6317）

神戸大学医学部附属病院 病理部

078-382-6474

神戸大学大学院 保健学研究科

078-796-4541

神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座法医学分野

078-382-5485

神戸常盤大学 保健科学部 医療検査学科

078-611-1821

医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院

078-707-1110

神戸低侵襲がん医療センター

078-304-4100

(医･社）顕鐘会神戸百年記念病院

078-681-6111

医療法人社団 健心会 神戸ほくと病院

078-583-1771（内線126）

(一財）神戸マリナーズ厚生会 神戸マリナーズ厚生会病院

078-351-2225

神戸リハビリテーション病院

078-743-8226

労働者健康福祉機構 神戸労災病院

078-231-5901

甲北病院

078-981-5456

こやまクリニック診療部検査科

078-581-1800

社会福祉法人恩賜財団 済生会兵庫県病院

078-987-2222(内線226）

財団法人神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院

078-303-6123（内線2266）

坂井瑠実クリニック

078-822-8111

医療法人薫風会 佐野病院 検査室

078-785-1000(内線1133）

医療法人三聖会 三聖病院

078-261-2211

三田市民病院

079-565-8000

シスメックス株式会社 ＩＣＨビジネスユニット

078-992-5988

シスメックス株式会社 学術本部

078-992-6094

シスメックス国際試薬㈱

078-991-2211

医療法人社団 順心会 順心淡路病院

0799-62-7501（内線120）

一般財団法人 順天厚生事業団

078-341-7114

医療法人 昭生病院 中央検査室

078-881-5500

社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院

078-261-6711（内線2613）

社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院健診センター

078-261-4356

（医）実風会 新生病院

078-919-1753

（医･社）翠鳳会 翠鳳第一病院

0799-45-0099

特定医療法人社団 五仁会 住吉川病院

078-452-7116

医療法人いちえ会 洲本伊月病院

0799-26-0770

聖隷淡路病院

0799-72-3636

(財)先端医療振興財団 先端医療センター

078-304-5200（内線6400）

財団法人先端医療振興財団 臨床研究情報センター

078-303-9093

社会医療法人神鋼記念会 総合医学研究センター

078-261-6711（内線2510）

(医・社）さくら会 高橋病院

078-733-1136

医療法人社団 康人会適寿リハビリテーション病院

078-612-5533（内線256）

株式会社 デルタバイオメディカル神戸ラボ

078-362-5589

独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院

078-594-2211（内線2220）

中林病院

0799-42-6200

西記念 ポートアイランドリハビリテーション病院

078-303-2424

西神戸医療センター

078-997-2200

西神戸医療センター内 LSIメディエンス検査室

078-993-3738

医療法人康雄会 西病院 検査科

078-821-4151

日本赤十字社近畿ブロック血液センタ－ 技術部 業務管理課

078-222-5083

株式会社日本医学臨床検査研究所神戸ラボ検査課

078-811-0600

(医）一高会 野村海浜病院

078-731-6471（内線145）

有限会社 パソテック

078-303-5512

医療法人社団林産婦人科

078-731-0730

原泌尿器科病院 エスアールエル検査室

078-366-6120

医療法人財団 パルモア病院

078-321-6000

（医・社）淡路平成会 東浦平成病院

0799-74-0503

神戸健康共和会東神戸病院

078-841-5745

兵庫医療大学 薬学部

078-304-3156

（公財）兵庫県健康財団保健検診センター臨床検査課

078-793-9333

兵庫県健康福祉部健康局

078-341-7711（内線3295）

兵庫県厚生農業協同組合連合会検査課検査室

078-333-6492

兵庫県赤十字血液センタ－ 事務部学術課

078-222-6522（内線5570）

（公財） 兵庫県予防医学協会

078-855-2702

（株） 兵庫県臨床検査研究所 神戸西支所

078-929-0492

株式会社兵庫県臨床検査研究所神戸東支所 検査室

078-252-7315

国立病院機構 兵庫中央病院

079-563-2121(内線556）

広野高原病院

078-994-1155

(株）ファルコバイオシステムズ神戸北

078-582-3456

舞子台病院

078-782-0055

（医・社）前田呼吸器科クリニック睡眠医療センター

078-251-4159

真星病院

078-583-7121

丸山病院

078-631-6960

三菱神戸病院

078-672-2612

三菱重工業（株）神戸造船所 病院健診センター

078-672-2616

（医・社）倫生会 みどり病院 検査科

078-928-1700

医療法人明倫会 宮地病院 臨床検査科

078-451-1221

医療法人社団 菫会 名谷病院 検査室

078-793-7788（内線115）

株式会社 メディック兵庫

078-975-8090

特定医療法人 五仁会 元町ＨＤクリニック 臨床検査部

078-321-6800

医療法人栄昌会 吉田病院

078-576-2773

六甲アイランド 甲南病院

078-858-1111

国家公務員共済組合連合会六甲病院

078-851-8558

