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名称 医療機関所在地 電話番号

汐田総合病院 〒230-0001横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 045-574-1011 

医療法人社団一灯会　クリニック寺尾 〒230-0076横浜市鶴見区馬場４－４０－１２ 045-571-0792

林医院 〒230-0001横浜市鶴見区矢向２－１４－７ 045-575-2116

医療法人社団　古賀クリニック 〒230-0076横浜市鶴見区馬場７－３０－１ 045-582-0261

佐藤医院 〒230-0002横浜市鶴見区江ケ崎町１２－１９ 045-571-4893

医療法人社団　桜英会　さくら診療所 〒230-0001横浜市鶴見区矢向５－４－３４ 045-581-6070 

坂本クリニック 〒230-0052横浜市鶴見区生麦５－６－２ネオマイムステーションスクエア１０２ 045-505-0347 

森山病院 〒230-0041横浜市鶴見区潮田町３－１４５－４ 045-501-1479

冨士見クリニック 〒230-0026横浜市鶴見区市場富士見町８－８ 045-511-0243

渡辺医院 〒230-0041横浜市鶴見区潮田町３－１３３－２ 045-501-6457 

斉藤内科医院 〒230-0052横浜市鶴見区生麦３－８－１１ 045-508-3237 

ふくし内科クリニック 〒230-0071横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０ 045-573-7191 

鶴見中央クリニック 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央３－１－２７エスバイエルマンション鶴見中央１０５ 045-506-5554 

くらた内科クリニック 〒230-0062横浜市鶴見区豊岡町２－３フーガ３ビル５０５号室 045-576-3370 

恩賜財団　済生会　横浜市東部病院 〒230-0012横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 045-576-3000 

安藤内科クリニック 〒230-0001横浜市鶴見区矢向５－５－１５ 045-573-3651 

エミング横浜鶴見クリニック 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８ドメスティックプラザ鶴見Ⅱ　３Ｆ 045-633-8895 

よこやまメンタルクリニック鶴見 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３矢上屋ビル　３Ｆ 045-717-5168 

早苗クリニック 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３矢上屋ビル４Ｆ 045-501-1070 

松澤内科・糖尿病クリニック 〒230-0077横浜市鶴見区東寺尾４－１６－１９ 045-571-0281 

橋本クリニック 〒230-0015横浜市鶴見区寺谷２－６－１６ 045-581-7700 

渡部クリニック 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央３－１９－１１ココファン横浜鶴見１Ｆ 045-506-3657 

社会福祉法人　恩賜財団　済生会神奈川県病院 〒221-8601横浜市神奈川区富家町６－６ 045-432-1111

古川病院 〒221-0013横浜市神奈川区子安通２－２８６ 045-441-3366 

公益財団法人柿葉会　神奈川診療所 〒221-0043横浜市神奈川区新町１５番地の６ 045-441-0225

牧クリニック 〒221-0865横浜市神奈川区片倉１－１６－１０ウサミメディカルファインビル３Ｆ 045-491-7967

コシ産婦人科医院 〒221-0065横浜市神奈川区白楽７１－８ 045-432-2525

今井医院 〒221-0057横浜市神奈川区青木町５－１２ 045-441-2666 

医療法人社団　翠洋会　長谷川医院 〒221-0015横浜市神奈川区神之木町９－６ 045-431-1020 

医療法人社団　若梅会　さかきばらクリニック 〒221-0077横浜市神奈川区白幡向町６－２９ 045-435-1961

小野医院 〒221-0002横浜市神奈川区大口通１３８－８－２０１ 045-439-4077 

仁恵病院 〒221-0013横浜市神奈川区新子安１－２２－１２ 045-431-2020 

薩田内科クリニック 〒221-0864横浜市神奈川区菅田町２６４７菅田町メディカルビル 045-477-4022

医療法人　清貴会　斎田医院 〒221-0802横浜市神奈川区六角橋１－４－３ 045-432-2251 

まつしま内科クリニック 〒221-0822横浜市神奈川区西神奈川１－５－２ナイスアーバン東神奈川１Ｆ 045-324-3480 

にわメディカルクリニック 〒221-0001横浜市神奈川区西寺尾１－２８－１ 045-401-1237 

にしかわ医院 〒221-0852横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－７三ツ沢クリニックプラザ２Ｆ 045-290-8188 

オルト横浜クリニック 〒221-0013横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマビジネスセンター１Ｆ 045-438-0610 

朝日内科クリニック 〒221-0802横浜市神奈川区六角橋１－６－１４白楽メディカルセンター２Ｆ 045-439-3788 

神戸医院 〒221-0802横浜市神奈川区六角橋４－１－１ 045-491-0137 

いわた内科クリニック 〒221-0823横浜市神奈川区二ッ谷町６－３雷鳴堂ビル２Ｆ 045-317-8166 

医療法人社団　久遠会　福澤クリニック 〒221-0865横浜市神奈川区片倉１－９－３まるあビル１Ｆ 045-488-5123

医療法人社団つくし会　反町駅前内科皮膚科 〒221-0825横浜市神奈川区反町３－１８－２スタイリオ横浜反町２Ｆ 045-321-2032

くにひろクリニック 〒221-0002横浜市神奈川区大口通５６－５　大口メディカルセンター２Ｆ 045-432-8877

小川橋医院 〒221-0864横浜市神奈川区菅田町９１０－３ 045-473-5531 

医療法人社団　ビバリータ　ポートサイド女性総合クリニック 〒221-0055横浜市神奈川区大野町１－２５　横浜ポートサイドプレイス３Ｆ 045-440-5567

医療法人社団桐藤会　佐藤内科診療所 〒221-0832横浜市神奈川区桐畑８－３ 045-323-3870 

いまに内科クリニック 〒221-0865横浜市神奈川区片倉２－１－２１大石医療ビル２Ｆ 045-488-3737 

横浜ソーワクリニック 〒221-0056横浜市神奈川区金港町３－１コンカード横浜２０Ｆ 045-461-1616 

さくまファミリークリニック 〒221-0043横浜市神奈川区新町２１－８新町第１京急ビル２Ｆ 045-440-2855 

わたなべクリニック 〒221-0013横浜市神奈川区新子安１－２２－１１ 045-438-3270 

ななしまクリニック 〒221-0061横浜市神奈川区七島町１６１－５　１Ｆ 045-439-7728 

医療法人社団ゆうま会　赤尾内科クリニック 〒221-0852横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－２２ 045-548-3163 

中崎クリニック 〒221-0055横浜市神奈川区大野町１－２５　横浜ポートサイドプレイス３Ｆ 045-450-7730 

一般財団法人　神奈川県警友会　けいゆう病院 〒220-8521横浜市西区みなとみらい３－７－３ 045-221-8181 

さいとう整形外科 〒220-0072横浜市西区浅間町４－３４７－４Ｂａｙ　Ｗｅｓｔ１０１ 045-312-6663 

横浜エムエムクリニック 〒220-8401横浜市西区みなとみらい３－３－１三菱重工横浜ビル３Ｆ３１１ 045-225-0953 

ながともクリニック 〒220-0003横浜市西区楠町７－１シルエタワーヨコハマ１Ｆ 045-314-0063 

いちの内科クリニック 〒220-0023横浜市西区平沼１－２－１２甘糟平沼ビル２Ｆ 045-314-1125 

医療法人社団　ＭＭ会　みなとみらい内科クリニック 〒220-0012横浜市西区みなとみらい４－７－１－２階Ｇ 045-641-0550

富田内科クリニック 〒220-0053横浜市西区藤棚町１－５８－６ 045-260-6313 

みなとみらいメディカルスクエア 〒220-0012横浜市西区みなとみらい３－６－３ 045-228-2000 

香取耳鼻咽喉科 〒220-0053横浜市西区藤棚町１－９５－１リブゼ横浜ファーストモール１－Ａ 045-350-8741 

広島耳鼻咽喉科 〒220-0004横浜市西区北幸１－４－１天理ビル５Ｆ 045-319-5287  

みなとみらいセントラルクリニック 〒220-0012横浜市西区みなとみらい４－６－２みなとみらいグランドセントラルタワー　２Ｆ 045-232-4005 

前川メディカルクリニック 〒220-0004横浜市西区北幸１－１－８　エキニア横浜８Ｆ 045-312-3568

みなとみらい耳鼻咽喉科 〒220-0012横浜市西区みなとみらい４－７－１－２Ｆ 045-640-4114  

スカイビル腎・泌尿器科クリニック 〒220-0011横浜市西区高島２－１９－１２スカイビル９Ｆ 045-441-0040 

久保クリニック 〒220-0004横浜市西区北幸２－５－１５　プレミア横浜西口ビル１Ｆ 045-316-2555 

横浜岡野町クリニック 〒220-0073横浜市西区岡野１－１４－１横浜メディカルセンタービル３Ｆ 045-314-2311 

横浜循環器呼吸器内科クリニック 〒220-0011横浜市西区高島２－１４－１７クレアトール横浜３Ｆ 045-450-3330 

横浜血管クリニック 〒220-0073横浜市西区岡野１－１４－１　横浜メディカルセンタービル２Ｆ 045-534-8880

横浜掖済会病院 〒231-0036横浜市中区山田町１－２ 045-261-8191

医療法人回生会　ふれあい横浜ホスピタル 〒231-0031横浜市中区万代町２－３－３ 045-681-5101 

独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜中央病院 〒231-0023横浜市中区山下町２６８ 045-641-1921

神奈川県予防医学協会中央診療所 〒231-0021横浜市中区日本大通５８　日本大通ビル 045-641-8501 

前田クリニック 〒231-0024横浜市中区吉浜町２－１４広岡ビル４Ｆ 045-662-3355

医療法人社団　山本内科クリニック 〒231-0806横浜市中区本牧町２－３６４ 045-622-3331

医療法人社団　慶博会　関内医院 〒231-0015横浜市中区尾上町５－７６明治屋尾上町ビルディング３０１ 045-663-7161  

医療法人健仁会　健仁外科医院 〒231-0025横浜市中区松影町２－８－１０ 045-641-6319

本牧港湾診療所 〒231-0812横浜市中区錦町５ 045-623-5031

臼井医院 〒231-0035横浜市中区千歳町１－２横浜ＴＨビル２Ｆ 045-263-1315 

神奈川県内の禁煙治療実施医療機関一覧（医科）

（注）　１　このリストは、関東信越厚生局神奈川事務所より提供いただいた「ニコチン依存症管理料算定医療機関リスト」を元に作
            成しました。禁煙外来を行っている全ての医療機関を網羅しているものではありません。
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関内クリニック 〒231-0005横浜市中区本町４－４３セボン関内第２ビル３Ｆ 045-201-7676  

かとう内科クリニック 〒231-0015横浜市中区尾上町３－３９尾上町ビル８Ｆ 045-640-5433  

よしずみ耳鼻科クリニック 〒231-0005横浜市中区本町３－２４－３エルドシック横濱２Ｆ 045-663-6187 

ポーラのクリニック 〒231-0032横浜市中区不老町３－１４－５ 045-222-8461  

みなとクリニック 〒231-0806横浜市中区本牧町１－７キャスト本牧１Ｆ 045-623-6633 

関内鈴木クリニック 〒231-0015横浜市中区尾上町３－２８横浜国際ビル２Ｆ 045-681-0056 

たに内科クリニック 〒231-0045横浜市中区伊勢佐木町５－１２５伊勢佐木クイントパラディオ１Ｆ 045-241-4114 

さくらＴ’Ｓクリニック 〒231-0836横浜市中区根岸町２－８０－２ 045-628-7985 

相生２３クリニック 〒231-0012横浜市中区相生町１－３モアグランド関内ビル１Ｆ 045-222-7710 

馬車道内科クリニック 〒231-0005横浜市中区本町４－３８横浜本町ビル１Ｆ 045-222-1222 

山手消化器・内科クリニック 〒231-0849横浜市中区麦田町４－１０２－３ 045-625-2325  

医療法人　創祥会　小菅医院 〒231-0843横浜市中区本郷町１－２６ 045-623-8209 

横浜野毛坂クリニック 〒231-0064横浜市中区野毛町３－１６０－４　ちぇるる野毛２Ｆ 045-251-2673 

桜井耳鼻咽喉科医院 〒231-0025横浜市中区吉浜町１－９エトワール吉浜３０２ 045-663-1133

まこと心のクリニック 〒231-0032横浜市中区不老町１－５－１１ＫーＳＰＩＲＥビル３Ｆ 045-222-8050  

向井クリニック 〒231-0861横浜市中区元町１－５１－１Ｆ－ｆｌａｔビル１Ｆ 045-222-0678 

医療法人社団　健伸会　石川町なのはなクリニック 〒231-0024横浜市中区吉浜町１－２パークスクエア横浜２Ｆ 045-650-1616  

医療法人社団オハナ　長者町ファミリークリニック 〒231-0033横浜市中区長者町３－７－５　ＹＳ長者町ビル１Ｆ 045-315-2211 

女性医療クリニック　ＬＵＮＡ・ＡＮＮＥＸ 〒231-0861横浜市中区元町３－１１５　百段館３Ｆ 045-633-2680 

馬車道慶友クリニック 〒231-0002横浜市中区海岸通５－２５－２－２３シャレール海岸通２Ｆ 045-640-3383 

関内駅前内科クリニック 〒231-0016横浜市中区真砂町３－３３セルテ２Ｆ 045-228-7592 

石川町内科クリニック 〒231-0025横浜市中区松影町１－３－７ロックヒルズⅧ　３Ｆ 045-264-4678 

元町たかつか内科クリニック 〒231-0023横浜市中区山下町３７－８グローリオタワー横浜元町２Ｆ 045-650-6570

オーシャンクリニック 〒231-8331横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯＣみなとみらい３Ｆ 045-641-0777 

横濱医院 〒231-0023横浜市中区山下町２１１－８マリーンビレッジ山下町１０１ 045-228-8321 

医療法人社団豊葉会　本牧ベイサイドクリニック 〒231-0821横浜市中区本牧原１－２２ムラーラ本牧南館３Ｆ 045-628-0622  

新妻クリニック 〒231-0836横浜市中区根岸町３－１７６－３９ 045-629-3585 

横浜市立みなと赤十字病院 〒231-8682横浜市中区新山下３－１２－１ 045-628-6100 

川田医院 〒232-0071横浜市南区永田北３－１４－３ 045-712-6006

医療法人社団青世会　きたがわ内科クリニック 〒232-0052横浜市南区井土ケ谷中町１２９ 045-741-2185 

医療法人慈泉会　田仲医院 〒232-0061横浜市南区大岡２－２６－８ 045-731-1197  

医療法人社団　慶博会　村山クリニック 〒232-0021横浜市南区真金町１－７ 045-251-2500

川崎整形外科 〒232-0053横浜市南区井土ヶ谷下町２１３　第２江洋ビル２Ｆ 045-714-8866

内田内科クリニック 〒232-0033横浜市南区中村町１－１－１アークヒルズ１Ｆ 045-263-1255 

医療法人社団　仁桂会　鳥山医院 〒232-0016横浜市南区宮元町２－３４ 045-714-1913 

北浜医院 〒232-0064横浜市南区別所３－８－３ 045-712-1700

いでい耳鼻咽喉科医院 〒232-0067横浜市南区弘明寺町１３４ＧＭビル１Ｆ 045-715-4133

久保クリニック 〒232-0012横浜市南区南吉田町２－２８横浜コスタセイス１Ｆ 045-253-2112

よなみね内科クリニック 〒232-0015横浜市南区共進町１－３４ 045-720-6008 

横浜みのるクリニック 〒232-0064横浜市南区別所１－１３－８ 045-722-8655 

公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 〒232-0024横浜市南区浦舟町４－５７ 045-261-5656  

池田医院 〒232-0067横浜市南区弘明寺町１５９ 045-731-0203 

横浜ひまわりクリニック 〒232-0003横浜市南区西中町４－７２ 045-231-5550 

せきど脳神経外科クリニック 〒232-0056横浜市南区通町４－８２－１　１Ｆ 045-712-0702 

上六ッ川内科クリニック 〒232-0066横浜市南区六ツ川１－８７３－３サンシティビル１Ｆ 045-306-8026 

神奈川県立こども医療センター 〒232-8555横浜市南区六ツ川２－１３８－４ 045-711-2351 

弘明寺アイハートクリニック 〒232-0066横浜市南区六ツ川１－５０ 045-731-5650 

みうらクリニック 〒232-0006横浜市南区南太田１－２９－２　ｍａｉｓｏｎ　ｙ．１Ｆ 045-712-0260 

相原アレルギー科・小児科クリニック 〒232-0022横浜市南区高根町３－１７ストーク大通り公園参番館２０１ 045-261-0737 

いどがやケンズクリニック 〒232-0053横浜市南区井土ケ谷下町２１３第２江洋ビル３Ｆ 045-721-1024 

横浜保土ケ谷中央病院 〒240-0066横浜市保土ケ谷区釜台町４３－１ 045-331-1251

宮川内科小児科医院 〒240-0004横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－１ 045-331-2478

一般財団法人育生会　横浜病院 〒240-0025横浜市保土ケ谷区狩場町２００－７ 045-712-9921 

星川内科外科クリニック 〒240-0006横浜市保土ケ谷区星川２－４－１星川ＳＦビル３Ｆ 045-336-2662 

医療法人社団　晃徳会　横山医院 〒240-0064横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１１８ 045-331-3296  

船員保険健康管理センター診療所 〒240-0066横浜市保土ケ谷区釜台町４３－２ 045-335-2263  

たかはし耳鼻科 〒240-0006横浜市保土ケ谷区星川２－４－１星川ＳＦビル３Ｆ 045-338-8484 

聖隷横浜病院 〒240-8521横浜市保土ケ谷区岩井町２１５ 045-715-3111  

古川医院 〒240-0041横浜市保土ケ谷区東川島町２０－１９ 045-381-0604 

川村クリニック 〒240-0026横浜市保土ケ谷区権太坂１－５２－１４ 045-742-1010  

篠崎医院 〒240-0042横浜市保土ケ谷区上星川３－１５－５ 045-371-0038 

三省堂内科クリニック 〒240-0043横浜市保土ケ谷区坂本町６８－１９ハイツシャム１Ｆ 045-340-1815 

東川島診療所 〒240-0041横浜市保土ケ谷区東川島町１５－６ 045-373-9899 

おおこうちクリニック 〒240-0003横浜市保土ケ谷区天王町１－１９－４ルミエール天王町１Ｆ 045-333-5070 

くろだ内科医院 〒240-0052横浜市保土ケ谷区西谷町１０５５－１吉田ビル１Ｆ 045-370-1101 

はせがわ内科クリニック 〒240-0053横浜市保土ケ谷区新井町４５４－１花田ビル１Ｆ 045-372-3131 

横浜市立市民病院 〒240-8555横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 045-331-1961

医療法人社団アイメディケア　磯田内科 〒235-0016横浜市磯子区磯子３－１１－２２ 045-755-1616  

永井医院 〒235-0045横浜市磯子区洋光台１－７－２５ 045-833-0720

バニーこども診療所 〒235-0045横浜市磯子区洋光台６－１９－４３ラ・カンパネラ１Ｆ 045-830-0767 

関田医院 〒235-0023横浜市磯子区森２－２５－１６ 045-752-3026 

杉田整形外科内科クリニック 〒235-0034横浜市磯子区杉田坪呑２－３－１０４ 045-771-2217 

ねぎし泌尿器科・内科 〒235-0005横浜市磯子区東町１５－３２モンビル横浜根岸２Ｆ 045-750-0119 

ひかりクリニック 〒235-0045横浜市磯子区洋光台６－３３－１ 045-836-2611

奥田内科 〒235-0045横浜市磯子区洋光台３－１－１ショップ２７　２Ｆ 045-830-6161

きたむら内科クリニック 〒235-0016横浜市磯子区磯子３－１３　Ｋ１Ｆクリニックモール２号室 045-750-3360 

中川クリニック 〒235-0023横浜市磯子区森２－２６－１８シンコウ２ビル２Ｆ 045-370-7002  

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 〒235-0012横浜市磯子区滝頭１－２－１ 045-753-2500 

国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院 〒236-0037横浜市金沢区六浦東１－２１－１ 045-782-2101

社会福祉法人恩賜財団済生会　若草病院 〒236-8653横浜市金沢区平潟町１２－１ 045-781-8811

宮崎内科医院 〒236-0042横浜市金沢区釜利谷東４－５３－１５ 045-783-5210

長倉医院 〒236-0005横浜市金沢区並木１－１９－２２ 045-771-2500

医療法人社団　榎本医院 〒236-0046横浜市金沢区釜利谷西６－１－１０ 045-781-3188

椿ヶ丘医院 〒236-0052横浜市金沢区富岡西１－３５－１５ 045-771-7613

鳥居泌尿器科・内科 〒236-0042横浜市金沢区釜利谷東２－２１－２２フレア金沢文庫１階 045-784-2002 

医療法人社団　六浦診療所 〒236-0038横浜市金沢区六浦南２－９－１４ 045-701-9917

いとう内科クリニック 〒236-0051横浜市金沢区富岡東５－１８－１長谷川メディカルプラザ富岡２Ｆ－Ｅ 045-771-2277  



名称 医療機関所在地 電話番号

はじりペインクリニック 〒236-0037横浜市金沢区六浦東３－１－２７サウスよこはま３Ｆ，４Ｆ 045-790-3335

産業振興センター診療所 〒236-0004横浜市金沢区福浦１－５－２ 045-782-3321 

桑原内科クリニック 〒236-0032横浜市金沢区六浦５－２１－３グリーンプラザ六浦１０６ 045-791-5751 

並木クリニック 〒236-0005横浜市金沢区並木２－９－４ 045-788-0888

千葉内科・消化器科 〒236-0027横浜市金沢区瀬戸３－４５金沢八景メディカルビル４Ｆ 045-787-3300 

公立大学法人　横浜市立大学附属病院 〒236-0004横浜市金沢区福浦３－９ 045-787-2800 

いとうファミリークリニック 〒236-0016横浜市金沢区谷津町３７８ 045-783-5769  

たかさき内科 〒236-0052横浜市金沢区富岡西２－３－１野本ビル１Ｆ 045-773-8001  

打越メディカルクリニック 〒236-0057横浜市金沢区能見台１－３３－６ 045-770-6868  

神奈川県立循環器呼吸器病センター 〒236-0051横浜市金沢区富岡東６－１６－１ 045-701-9581 

上岡医院 〒236-0052横浜市金沢区富岡西６－１６－１１ 045-775-3737

並木小磯診療所 〒236-0005横浜市金沢区並木１－１７－１金沢センターシーサイド１０１ 045-770-1191  

きくち内科クリニック 〒236-0033横浜市金沢区東朝比奈２－２０－８ 045-785-3222 

大道内科クリニック 〒236-0035横浜市金沢区大道１－４７－９－２Ｆ 045-784-7766 

医療法人社団　清水医院 〒222-0011横浜市港北区菊名３－２１－１０ 045-431-8425

医療法人社団　荻原医院 〒222-0037横浜市港北区大倉山３－７－１７ 045-531-3195

南澤医院 〒223-0061横浜市港北区日吉１－２－１６ 045-561-5413

独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院 〒222-0036横浜市港北区小机町３２１１ 045-474-8111

大倉山内科クリニック 〒222-0037横浜市港北区大倉山１－１２－１８　Ｆ・ラ・ポッシュ２階 045-543-8711

日横クリニック 〒223-0062横浜市港北区日吉本町１－２０－１６日吉教養センタービル２階 045-563-4115

浅木クリニック 〒222-0011横浜市港北区菊名１－４－２ 045-401-8222

医療法人　すこやか　高田中央病院 〒223-0063横浜市港北区高田町西２－６－５ 045-592-5557 

なみき内科クリニック 〒222-0026横浜市港北区篠原町１１２９岸根公園駅前ＵＵビル２Ｆ２０２ 045-430-3005 

たかみざわ医院 〒223-0062横浜市港北区日吉本町１－２３－５高見澤ビル 045-561-8641

菜の花クリニック 〒223-0053横浜市港北区綱島西２－１１－２－１０１ 045-547-6812

綱島クリニック 〒223-0053横浜市港北区綱島西２－３－２ナイスアーバンステイツ綱島２Ｆ 045-540-4887

新横浜循環器科・内科 〒222-0033横浜市港北区新横浜２－１２－８扶桑ビル１Ｆ 045-470-8545 

おおそねクリニック 〒222-0002横浜市港北区師岡町１１４８－１－１Ｆ 045-548-0707 

医療法人　紀明会　まつみ医院 〒223-0062横浜市港北区日吉本町５－４－１ 045-561-9300 

こうの医院 〒222-0036横浜市港北区小机町１４８９－１ 045-470-7705 

吉川内科・循環器科クリニック 〒223-0062横浜市港北区日吉本町１－２０－２吉川ビル１Ｆ 045-566-0151 

くろき医院 〒222-0023横浜市港北区仲手原２－２１－１３佐々木ビル１Ｆ 045-434-8477

北新横浜内科クリニック 〒223-0059横浜市港北区北新横浜１－２－３北新横浜メディカルビル４Ｆ 045-533-2235 

トレッサ横浜クリニック 〒222-0002横浜市港北区師岡町７００ 045-547-9219 

鈴木整形外科医院 〒223-0065横浜市港北区高田東４－１－２５ 045-543-7110 

新横浜かとうクリニック 〒222-0033横浜市港北区新横浜２－６－１３新横浜ステーションビル８Ｆ 045-478-6180

大倉山診療所 〒222-0003横浜市港北区大曽根１－１７－３ 045-531-4345 

石井内科医院 〒223-0062横浜市港北区日吉本町６－２６－５ 045-561-4704 

あかつきクリニック 〒223-0052横浜市港北区綱島東４－２－５パルホワイト綱島１０１ 045-543-7101

もろおかクリニック 〒222-0002横浜市港北区師岡町９０８－３ 045-531-1234 

グリーン高田駅前クリニック 〒223-0065横浜市港北区高田東３－１－８ 045-544-1117 

医療法人社団健明会　大倉山わきもと内科 〒222-0037横浜市港北区大倉山５－２５－１９ 045-717-6887 

ＲＥＳＭ（リズム）新横浜　睡眠・呼吸メディカルケアクリニック 〒222-0033横浜市港北区新横浜３－８－１２丸八新横浜ビル４Ｆ 045-475-5155 

綱島泌尿器科・内科クリニック 〒223-0052横浜市港北区綱島東１－１－６Ｊ・Ｃ古市ビル３Ｆ 045-533-0177  

医療法人社団やまびこ　新横浜整形外科リウマチ科 〒222-0033横浜市港北区新横浜３－６－４　新横浜千歳観光ビル４Ｆ 045-548-3887

横浜市スポーツ医科学センタークリニック 〒222-0036横浜市港北区小机町３３０２－５ 045-477-5050  

医療法人横浜柏堤会　戸塚共立第１病院 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町１１６ 045-864-2501

岡部内科医院 〒244-0813横浜市戸塚区舞岡町３３ 045-824-0358

小雀内科医院 〒244-0004横浜市戸塚区小雀町１１２３－２ 045-852-2353

藤野クリニック 〒244-0801横浜市戸塚区品濃町５４３－５ 045-821-1120 

医療生協かながわ生活協同組合　戸塚診療所 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町３８８０－２ 045-864-3511 

西横浜国際総合病院 〒245-0062横浜市戸塚区汲沢町５６ 045-871-8855  

医療法人社団三ッ矢会　久保内科胃腸科医院 〒245-0061横浜市戸塚区汲沢８－１１－２７ 045-881-1810

品濃町内科クリニック 〒244-0801横浜市戸塚区品濃町５１９上條ビル２階 045-823-4156

風早内科クリニック 〒244-0805横浜市戸塚区川上町１５１ 045-827-1221 

小川クリニック 〒244-0813横浜市戸塚区舞岡町２９ 045-822-6650 

よしい内科クリニック 〒245-0061横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６踊場メディカルセンター２Ｆ 045-861-2511 

おかもと内科皮膚科クリニック 〒244-0805横浜市戸塚区川上町８４－１ケアハウス・ゆうあい４階Ｂ号室 045-822-3333

ふじばし内科 〒245-0051横浜市戸塚区名瀬町３６－４ 045-813-6161

おたに耳鼻咽喉科 〒245-0063横浜市戸塚区原宿４－１５－７　２Ｆ 045-852-7087 

森クリニック 〒245-0067横浜市戸塚区深谷町２１９－１ 045-858-5058 

しばた医院 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８土屋クリニックビル１Ｆ 045-865-6666 

開花館クリニック 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町１６－９カンパニュラＢＬＤ．４Ｆ 045-871-6622 

司命堂医院 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町４０９０ 045-881-0114 

ふれあい東戸塚ホスピタル 〒244-0806横浜市戸塚区上品濃１６－８ 045-827-2637 

アリスクリニック 〒244-0801横浜市戸塚区品濃町５３８－１　東戸塚中央ビル５階５０２号室 045-827-1212 

ゆめはまクリニック 〒244-0813横浜市戸塚区舞岡町３４０６ 045-828-2007

内科小児科むかひら医院 〒245-0061横浜市戸塚区汲沢１－３９－２４ 045-861-4160 

下倉田ハートクリニック 〒244-0815横浜市戸塚区下倉田町９４５－１　１Ｆ・２Ｆ 045-869-0381 

おおくぼ総合内科クリニック 〒244-0805横浜市戸塚区川上町９１－１モレラ東戸塚　３Ｆ 045-383-9805

ながのクリニック 〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町４８１－１　八恍ビル１Ｆ 045-392-8612 

戸塚いとう内科クリニック 〒244-0817横浜市戸塚区吉田町９３０－１ 045-869-3123 

堀口クリニック 〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町４９８－１１　第五吉本ビル１Ｆ 045-869-6464  

医療法人社団白百合会　戸塚白百合クリニック 〒245-0066横浜市戸塚区俣野町４６１ 045-435-5577 

医療法人則愛会　戸塚内科医院 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町１５７フタバビル１Ｆ 045-862-5800 

戸塚クリニック 〒244-0002横浜市戸塚区矢部町６４９ 045-864-2110 

東戸塚メディカルクリニック 〒244-0801横浜市戸塚区品濃町５３９－１スカイビルディング６Ｆ 045-435-9604

横浜東邦病院 〒233-0008横浜市港南区最戸１－３－１６ 045-741-2511

医療法人社団　成仁会　長田病院 〒233-0013横浜市港南区丸山台２－２－１０ 045-842-1121 

医療法人社団誠友会　さつき台診療所 〒233-0007横浜市港南区大久保３－３９－６ 045-845-2681

恩賜財団済生会　横浜市南部病院 〒234-8503横浜市港南区港南台３－２－１０ 045-832-1111 

医療法人社団　厚済会　上大岡仁正クリニック 〒233-0002横浜市港南区上大岡西１－１０－１ 045-844-5739 

古家内科医院 〒233-0013横浜市港南区丸山台２－３４－８ 045-844-3080 

医療法人裕徳会　港南台病院 〒234-0054横浜市港南区港南台２－７－４１ 045-831-8181

医療法人　健生会　朝倉クリニック 〒233-0002横浜市港南区上大岡西２－１３－１６ 045-842-0385 

岡内科クリニック 〒233-0002横浜市港南区上大岡西１－１９－１８長瀬ビル３Ｆ 045-841-0133 

港南台家光クリニック 〒234-0054横浜市港南区港南台６－３３－３５ 045-833-0008



名称 医療機関所在地 電話番号

さとう整形外科 〒234-0052横浜市港南区笹下３－１１－１４－２Ｆ 045-843-5012 

栗原医院 〒233-0007横浜市港南区大久保２－７－１９ 045-842-9066

善利クリニック 〒234-0056横浜市港南区野庭町１４６－１ 045-849-1080 

上大岡内科・呼吸器科クリニック 〒233-0002横浜市港南区上大岡西２－３－６ＢＬＤアルダ３Ｆ 045-882-1159  

諏訪クリニック 〒234-0054横浜市港南区港南台２－１１－１７ 045-834-1651 

中山医院 〒233-0006横浜市港南区芹が谷１－２１－１４ 045-821-1511 

清水橋クリニック 〒234-0053横浜市港南区日野中央１－１９－４ 045-847-5623 

野庭中央診療所 〒234-0056横浜市港南区野庭町６１４　３号棟１０２号室 045-844-5400

湘寿クリニック 〒233-0016横浜市港南区下永谷４－２－３０ 045-825-5861 

港南台パークサイドクリニック 〒234-0054横浜市港南区港南台３－４－３５松田ビル１Ｆ 045-836-1688 

やまばと内科呼吸器クリニック 〒234-0054横浜市港南区港南台４－２０－２ 045-836-3050

神奈川県立精神医療センター 〒233-0006横浜市港南区芹が谷２－５－１ 045-822-0241 

つかさハートクリニック 〒233-0012横浜市港南区上永谷２－１１－１いずみプラザ上永谷１０４ 045-846-0888 

ないとうクリニック 〒233-0016横浜市港南区下永谷２－２８－１７　１Ｆ 045-828-7110 

上永谷ほほえみクリニック 〒233-0013横浜市港南区丸山台１－１１－１７ 045-342-8810 

奈良こうすけ診療所 〒234-0052横浜市港南区笹下３－１１－１４クリニックビル 045-842-6701 

医療法人財団　あおば弘成会　上大岡診療所 〒233-0001横浜市港南区上大岡東２－３－２６京急ファミリー倶楽部２Ｆ 045-353-8382 

医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院 〒241-0801横浜市旭区若葉台４－２０－１ 045-921-6111

川本胃腸内科外科 〒241-0022横浜市旭区鶴ケ峰２－２１－３２ 045-371-2268

医療法人社団恵生会　上白根病院 〒241-0002横浜市旭区上白根２－６５－１ 045-951-3221

医療法人社団　一色外科胃腸科医院 〒241-0821横浜市旭区二俣川２－３２ 045-391-0166  

あすかい内科 〒241-0821横浜市旭区二俣川１－１０－６スズワビル２Ｆ 045-367-2226

鳥越耳鼻咽喉科 〒241-0816横浜市旭区笹野台１－１－３８ＫＮＣビル壱番館１０１－Ａ 045-366-6487

飛田医院 〒241-0824横浜市旭区南希望が丘８２－１２ 045-362-6166

肥後クリニック 〒241-0814横浜市旭区中沢２－３８－５ 045-366-2118  

横浜鶴ヶ峰病院 〒241-0011横浜市旭区川島町１７６４ 045-371-2511 

沢野クリニック 〒241-0825横浜市旭区中希望が丘１３２－１０髙橋ビル１Ｆ・２Ｆ 045-360-9977 

イアソクリニック 〒241-0022横浜市旭区鶴ケ峰１－２７－３ 045-371-0050 

希望ヶ丘耳鼻咽喉科 〒241-0825横浜市旭区中希望が丘１０２－９サンハイム希望ヶ丘２Ｆ 045-365-4133  

神奈川県立がんセンター 〒241-0815横浜市旭区中尾２－３－２ 045-520-2222 

石田クリニック 〒241-0005横浜市旭区白根６－１－３ 045-953-3308 

医療法人社団　東京石心会　新緑脳神経外科 〒241-0014横浜市旭区市沢町５７４－１ 045-355-3600 

あさひ本宿クリニック 〒241-0023横浜市旭区本宿町９０－３０ 045-360-8681  

つくしクリニック 〒241-0817横浜市旭区今宿２－６３－１４　１Ｆ 045-360-0028

一般社団法人日本厚生団　長津田厚生総合病院 〒226-0027横浜市緑区長津田４－２３－１ 045-981-1201

医療法人社団恵生会　竹山病院 〒226-0005横浜市緑区竹山３－１－９ 045-932-1668

鴨居病院 〒226-0003横浜市緑区鴨居５－２７－１０ 045-933-1911  

みどりクリニック 〒226-0025横浜市緑区十日市場町８００－３及び４エテルナⅢ３階 045-981-2892

芦野内科クリニック 〒226-0006横浜市緑区白山２－３－１１カサベルテ横濱１Ｆ 045-937-2722  

あゆみクリニック 〒226-0003横浜市緑区鴨居４－５２－２９マークミュー鴨居１０１ 045-936-0513

岩波胃腸科外科医院 〒226-0022横浜市緑区青砥町１１２２番地 045-932-3806 

三保の森クリニック 〒226-0015横浜市緑区三保町１９５－１ 045-922-5255  

谷田部クリニック 〒226-0011横浜市緑区中山町９０７ 045-937-7115 

三保町内科・循環器クリニック 〒226-0015横浜市緑区三保町１８０３－１フレンズナカヤマ１Ｆ　Ｂ－１０２ 045-936-0034  

ししど内科クリニック 〒226-0003横浜市緑区鴨居４－２－３１　１Ｆ 045-929-4114 

横浜ながつた内科・呼吸器クリニック 〒226-0027横浜市緑区長津田４－１１－１４ 045-989-5822 

あかおぎ内科リウマチクリニック 〒226-0027横浜市緑区長津田４－２－１８－２Ｆ 045-988-8080 

長津田駅前　胃腸内科 〒226-0027横浜市緑区長津田４－５－５長津田メディカルヴィレッジＢ棟１Ｆ１０１号室 045-984-1112 

中山駅南口内科クリニック 〒226-0011横浜市緑区中山町１５７－２Ｆ 045-929-5557 

長津田クリニック 〒226-0027横浜市緑区長津田５－５－１３長津田メディカルスクエア４Ｆ 045-988-3855 

長津田ファミリークリニック 〒226-0027横浜市緑区長津田５－４－１長津田クリニックビル２Ｆ 045-988-2201 

横濱おなか診療所 〒226-0011横浜市緑区中山町１９６－１　ハイツ中山１０１－Ａ 045-507-8715  

医療法人愛生会　三ツ境病院 〒246-0022横浜市瀬谷区三ツ境２３－８ 045-391-0006

横浜甦生病院 〒246-0031横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－３０ 045-302-5001 

本郷クリニック 〒246-0015横浜市瀬谷区本郷３－２０－２１ 045-304-2017 

ひらの内科クリニック 〒246-0021横浜市瀬谷区二ツ橋町３０４－１　ヒラノメディカルスクエア１Ｆ 045-392-2622  

三ツ境はこだ内科 〒246-0022横浜市瀬谷区三ツ境６－２　三ツ境ＴＫビル２Ｆ 045-360-0230  

国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院 〒247-0005横浜市栄区桂町１３２ 045-891-2171

ムラタ耳鼻咽喉科 〒247-0005横浜市栄区桂町６６９－８ 045-894-7221 

医療法人社団　前田医院 〒247-0007横浜市栄区小菅ケ谷２－３９－８ 045-892-4678 

医療法人社団　柴崎内科クリニック 〒247-0005横浜市栄区桂町３２４－６ 045-892-5016

山崎脳神経外科 〒244-0841横浜市栄区長沼町１８８－８－１Ｆ 045-871-3996 

野村医院 〒247-0006横浜市栄区笠間５－３１－２４ 045-892-5910

医療法人社団　正節会　阿部内科 〒244-0842横浜市栄区飯島町１３２９－９ 045-890-5400 

横浜さかえ内科 〒247-0007横浜市栄区小菅ケ谷１－１５－２　２０５・２０６ 045-897-5515  

なかのクリニック 〒247-0009横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１０－２ 045-890-6226 

なかたクリニック 〒247-0005横浜市栄区桂町２７４－７－１０２ 045-897-5858  

栄小磯診療所 〒247-0006横浜市栄区笠間４－１０－３　笠間クリニックビル１Ｆ 045-893-1100 

医療生協かながわ生活協同組合　いずみ診療所 〒245-0023横浜市泉区和泉中央南４－１９－１３ 045-802-2416  

新中川病院 〒245-0001横浜市泉区池の谷３９０１ 045-812-6161 

緑園都市耳鼻咽喉科酒井医院 〒245-0002横浜市泉区緑園４－１－２ 045-812-8699

社会福祉法人　親善福祉協会　国際親善総合病院 〒245-0006横浜市泉区西が岡１－２８－１ 045-813-0221

柏木医院 〒245-0016横浜市泉区和泉中央南１－３７－７ 045-802-8253

みやざわ医院 〒245-0018横浜市泉区上飯田町２６７０－３２ 045-803-5050

應天堂内科　中田町クリニック 〒245-0014横浜市泉区中田南３－６－１希光ビル２Ｆ－Ａ 045-800-3330  

緑台クリニック 〒245-0002横浜市泉区緑園２－６－１１ 045-813-6333 

いずみ中央病院 〒245-0016横浜市泉区和泉町３６２７ 045-802-1151 

林内科クリニック 〒245-0018横浜市泉区上飯田町９３８－１いずみ中央クリニックビル１Ｆ 045-805-1130 

みずおクリニック 〒245-0014横浜市泉区中田南３－９－１ウィステリア館１Ｆ 045-805-3081  

かねむらクリニック 〒245-0012横浜市泉区中田北２－６－１４アイエイチビルⅡ－１Ｆ－Ｂ 045-805-6685 

医療法人　順神会　横浜緑園丘の上クリニック 〒245-0009横浜市泉区新橋町５３－１ 045-810-0250 

医療法人社団ふたば会　やよい台内科・皮フ科 〒245-0008横浜市泉区弥生台２５－１　弥生台石川ビル２Ｆ 045-813-5111  

さいとうクリニック 〒245-0014横浜市泉区中田南３－２－２１パークヒルズ中田１Ｆ 045-800-5550 

医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病院 〒225-0013横浜市青葉区荏田町４３３ 045-911-2011  

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 〒227-0043横浜市青葉区藤が丘２－１－１ 045-974-2221

土屋内科クリニック 〒225-0003横浜市青葉区新石川１－９－８アイケービル１Ｆ 045-911-3232

医療法人社団一成会　たちばな台病院 〒227-0046横浜市青葉区たちばな台２－２－１ 045-962-3338 



名称 医療機関所在地 電話番号

医療法人社団健生会　長浜医院 〒225-0011横浜市青葉区あざみ野４－２－４ 045-901-2525

横浜青葉台クリニック 〒227-0062横浜市青葉区青葉台１－１９－３５ 045-988-0631 

あい内科クリニック 〒227-0038横浜市青葉区奈良１－１８－１３ 045-960-6240

医療法人社団　博慈会　青葉さわい病院 〒225-0004横浜市青葉区元石川町４３００ 045-901-0025 

松田クリニック 〒225-0001横浜市青葉区美しが丘西２－６－３ 045-909-0130 

医療法人社団明芳会　江田記念病院 〒225-0012横浜市青葉区あざみ野南１－１ 045-912-0111 

あざみ野おさかべクリニック 〒225-0011横浜市青葉区あざみ野２－９－１１サンサーラあざみ野３Ｆ 045-902-3033

内野医院 〒225-0024横浜市青葉区市ケ尾町３３０ 045-971-1048

やなぎ耳鼻咽喉科クリニック 〒225-0011横浜市青葉区あざみ野２－９－１－２階 045-901-1184 

きくち内科 〒225-0024横浜市青葉区市ケ尾町１１６７－１ 045-532-5941  

橋本内科・循環器クリニック 〒225-0011横浜市青葉区あざみ野２－３０　あざみ野三規庭２Ｆ 045-905-2530 

青葉台ブエナヴィスタクリニック 〒227-0062横浜市青葉区青葉台２－８－２０　パルテ青葉台３Ｆ 045-308-6135 

若草台内科眼科外科クリニック 〒227-0045横浜市青葉区若草台４－１６ 045-960-3301 

まゆみ内科クリニック 〒225-0013横浜市青葉区荏田町２３４－１－１Ｆ 045-914-8828

医療法人社団武田クリニック　あざみ野坂の上クリニック 〒225-0012横浜市青葉区あざみ野南２－１４－４ 045-509-1024 

たまプラーザ南口胃腸内科クリニック 〒225-0003横浜市青葉区新石川３－１４－１２　キッズビーンズ　１－Ａ号 045-914-7666 

医療法人社団咲月会　サンメディカルクリニック青葉 〒227-0038横浜市青葉区奈良４－６－１５わかたけの杜クリニック棟 045-960-5810 

伊豆美レディスクリニック 〒225-0003横浜市青葉区新石川３－１４－１ドレッセたまプラーザ 045-915-7123 

たまプラーザ南口耳鼻咽喉科 〒225-0003横浜市青葉区新石川２－４－１６ 045-507-3915 

たかはしハートクリニック 〒225-0003横浜市青葉区新石川２－４－１６－３Ｆ 045-530-5635  

山本記念病院 〒224-0024横浜市都筑区東山田町１５５２ 045-593-2211

岸胃腸科外科 〒224-0026横浜市都筑区南山田町４６１４ 045-592-6246

山口医院 〒224-0001横浜市都筑区中川１－５－９ 045-912-2188

アーバンクリニック石川オフィス 〒224-0057横浜市都筑区川和町２３３８－３ 045-941-2121 

昭和大学横浜市北部病院 〒224-8503横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１ 045-949-7000  

センター北伊藤内科 〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－３９－２９グレイスマンション２０７ 045-910-1108 

松浦内科 〒224-0021横浜市都筑区北山田１－７－１ソニックス１７１　１Ｆ 045-593-1166 

松井クリニック 〒224-0034横浜市都筑区勝田町３２４－３ 045-591-2655 

内科・消化器科林医院 〒224-0034横浜市都筑区勝田町１２９７ 045-942-3302  

小川メディカルクリニック 〒224-0007横浜市都筑区荏田南３－３７－１５横浜青葉クリニックセンター２Ｆ 045-943-6566 

葛が谷つばさクリニック 〒224-0062横浜市都筑区葛が谷４－１４ 045-945-2772 

ひまわりレディースクリニック 〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央５０－１７Ｃ・Ｍ　Ｐｏｒｔ８Ｆ 045-949-2212 

ただ内科 〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１ベルヴィル茅ケ崎４Ｆ 045-949-5178 

中川駅前内科クリニック 〒224-0001横浜市都筑区中川１－１１－２５シーアイマンション港北中川１Ｆ 045-910-5292  

医療法人社団　おやま内科クリニック 〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－１　タウンスクエア２０１号室 045-944-1313 

センター北ユアクリニック 〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－２９－２４　アビテノール３Ｂ 045-910-1313 

佐江戸内科循環器科 〒224-0054横浜市都筑区佐江戸町８２３－１　サンコート中山１０１ 045-350-8392  

港北ハートクリニック 〒224-0062横浜市都筑区葛が谷１０－３エムズヒル２Ｆ 045-943-5810  

宮崎内科クリニック 〒224-0021横浜市都筑区北山田１－９－３「ＥＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭＡＴＡ」１Ｆ－Ｄ－Ｅ 045-590-0389 

深澤りつクリニック 〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－２８－２０ＣＫビル３Ｆ 045-914-6330 

かずき内科中川駅前クリニック 〒224-0001横浜市都筑区中川１－１９－２３　大久保第５ビル 045-914-4159 

ピュアライフメディカルクリニック 〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央７－１９　センター南ビジネスビル３Ｆ 045-949-0755  

医療法人社団　桜桃会　はるくるキッズクリニック 〒224-0021横浜市都筑区北山田１－９－３ＥＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭＡＴＡ　１Ｆ 045-595-3033 

都筑あずま内科リウマチ科 〒224-0041横浜市都筑区仲町台２－９－１２ 045-943-0088 

いしわ内科皮膚科クリニック 〒224-0062横浜市都筑区葛が谷８－１０都筑ふれあいの丘駅前ビル３Ｆ 045-342-7880 

北山田クリニック 〒224-0021横浜市都筑区北山田２－３－７ウエストスクエア 045-719-7620  

センター北ひまわり耳鼻咽喉科 〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－３７－１４フォンテーヌセンター北２Ｆ２０１ 045-911-8718 

おおた耳鼻咽喉科 〒224-0041横浜市都筑区仲町台１－２－２８ヨコハマパレス２Ｆ２０２ 045-942-3387 

長柄診療所 〒240-0113三浦郡葉山町長柄８４９ 046-884-8560

神部医院 〒253-0106高座郡寒川町宮山３０３５ 0467-74-5000

医療法人社団　原田医院 〒253-0105高座郡寒川町岡田３－７－３５ 0467-74-0702

医療法人社団　仁聖会　さむかわ富田クリニック 〒253-0111高座郡寒川町一之宮２－２３－１１ 0467-72-5777 

医療法人　百合が丘クリニック 〒259-0133中郡二宮町百合が丘２－１－２ 0463-73-0082

住田医院 〒259-0123中郡二宮町二宮１２２－８ 0463-71-0179 

二宮胃腸内科クリニック 〒259-0131中郡二宮町中里９８９－７ 0463-73-2911

医療法人社団　博心会　大磯内科クリニック 〒255-0003中郡大磯町大磯９５０ 0463-60-1533  

大谷クリニック 〒255-0003中郡大磯町大磯９６２－１　吉川ビル２Ｆ 0463-60-3111 

山北町立山北診療所 〒258-0115足柄上郡山北町谷ケ１０１８－２０ 0465-77-2281

おおり医院 〒258-0113足柄上郡山北町山北１９２ 0465-75-0056

ねもと総合内科クリニック 〒258-0113足柄上郡山北町山北７１１－３２ 0465-75-0095 

佐藤病院 〒258-0019足柄上郡大井町金子１９２２－３ 0465-83-5611 

まえかわクリニック 〒258-0019足柄上郡大井町金子２６０１－１ 0465-86-0777 

松元医院 〒258-0021足柄上郡開成町吉田島４０８ 0465-82-0845 

岡部医院 〒258-0021足柄上郡開成町吉田島２８１９ 0465-82-5569 

医療法人鴎友会　白鴎医院 〒258-0022足柄上郡開成町牛島２７０ 0465-82-0890 

小泉クリニック 〒258-0021足柄上郡開成町吉田島４３５２－３ザ・開成プレイス１Ｆ 0465-82-1117 

山田内科医院 〒258-0004足柄上郡松田町松田庶子１５４３－１ 0465-83-0061 

神奈川県立足柄上病院 〒258-0003足柄上郡松田町松田惣領８６６－１ 0465-83-0351  

独立行政法人　地域医療機能推進機構　湯河原病院 〒259-0314足柄下郡湯河原町宮上４３８ 0465-63-2211

医療法人社団　山口外科医院 〒259-0313足柄下郡湯河原町鍛冶屋１９３ 0465-62-7131

ＹＫいわさきクリニック 〒259-0301足柄下郡湯河原町中央１－２２－７ 0465-60-0788 

真鶴町国民健康保険診療所 〒259-0201足柄下郡真鶴町真鶴４７５－１ 0465-68-2191 

医療法人社団　仙石原永井医院 〒250-0631足柄下郡箱根町仙石原９８４ 0460-84-8295 

元箱根木村医院 〒250-0522足柄下郡箱根町元箱根６３ 0460-85-1117 

八木クリニック 〒243-0307愛甲郡愛川町半原２７２４－１ 046-280-1888 

愛川つつじ内科 〒243-0303愛甲郡愛川町中津３３９４－１ 046-284-3838 

神奈川県立煤ケ谷診療所 〒243-0112愛甲郡清川村煤ケ谷１７０６ 046-288-1352

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院 〒238-8558横須賀市米が浜通１－１６ 046-822-2710

医療法人新医会　鈴木クリニック 〒238-0007横須賀市若松町３－１０ 046-822-0978

社会福祉法人　日本医療伝道会　衣笠病院 〒238-0026横須賀市小矢部２－２３－１ 046-852-1182

横須賀市立市民病院 〒240-0101横須賀市長坂１－３－２ 046-856-3136

社会福祉法人湘南福祉協会　総合病院湘南病院 〒237-0067横須賀市鷹取１－１－１ 046-865-4105 

湘南内科医院 〒238-0006横須賀市日の出町１－７ 046-822-1034

三上医院 〒238-0012横須賀市安浦町２－２ 046-822-0750

工藤内科クリニック 〒237-0063横須賀市追浜東町３－４２ 046-865-1212

遠藤胃腸科外科 〒239-0841横須賀市野比１－１７－１ 046-848-9122

大畑医院 〒238-0043横須賀市坂本町４－５ 046-822-1419 
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小磯診療所 〒239-0813横須賀市鴨居２－８０－９ 046-842-9571 

今井内科クリニック 〒239-0831横須賀市久里浜２－２０－５ 046-833-9060 

医療法人恵秀会　佐々木医院 〒238-0035横須賀市池上５－８－５ 046-851-0424 

高レディースクリニック 〒237-0068横須賀市追浜本町１－２４ 046-866-6591

医療法人社団　新明外科胃腸科 〒238-0034横須賀市金谷２－２－１５ 046-853-3228 

村岡クリニック 〒239-0807横須賀市根岸町２－２２－８ 046-833-2228

医療法人　横圭会　武山加藤医院 〒238-0315横須賀市林３－１－７ 046-856-6636

嘉山医院 〒238-0316横須賀市長井１－８－１４ 046-856-1020

医療法人社団　久里浜横井クリニック 〒239-0805横須賀市舟倉１－３０－１２久里浜パークホームズ１Ｆ 046-833-6133

佐々木Ｋクリニック 〒238-0046横須賀市西逸見町１－５ 046-822-0123

ナーブ・ケア・クリニック 〒238-0012横須賀市安浦町２－１９ 046-824-7638 

小倉医院 〒239-0843横須賀市津久井２－１７－２１ 046-848-0290 

野村内科クリニック 〒238-0315横須賀市林１－２３－６ 046-858-1371 

稲田内科 〒239-0807横須賀市根岸町２－３１－１３ナヴィール北久里浜２Ｆ 046-836-9665  

堀之内医院 〒238-0014横須賀市三春町３－２４－６－１Ｆ 046-828-5000 

石橋クリニック 〒239-0808横須賀市大津町１－８－３２ 046-837-3233 

医療法人　梅丘会　坂本内科クリニック 〒238-0017横須賀市上町３－１４－２ 046-827-3032 

横須賀市立うわまち病院 〒238-8567横須賀市上町２－３６ 046-823-2630 

中島内科クリニック 〒238-0011横須賀市米が浜通１－１７ＹＭｂｌｄｇ．２Ｆ 046-829-1091 

三武内科クリニック 〒238-0008横須賀市大滝町１－２１ジュネス横須賀２Ｆ 046-828-6311 

斉藤内科医院 〒239-0802横須賀市馬堀町２－１３－２ＫＹビル２階 046-833-3901

とづか内科クリニック 〒239-0808横須賀市大津町１－１２－２２ 046-830-3075  

すばるメディカルクリニック 〒238-0008横須賀市大滝町１－９品川ビル５Ｆ 046-828-5633  

はやし内科クリニック 〒239-0808横須賀市大津町１－１６－７ 046-830-5517 

月山内科クリニック 〒237-0068横須賀市追浜本町１－２３－６ 046-865-0018 

ウェルシティ若松クリニック 〒238-0046横須賀市西逸見町１－３８－１１ウェルシティ市民プラザ１階 046-822-7010  

さとう内科・呼吸器科クリニック 〒238-0032横須賀市平作８－２０－１５　衣笠・かつみクリニックビル２階 046-854-4870 

めぐみケアクリニック 〒239-0831横須賀市久里浜１－１１－７ 046-837-3341 

今井ウイメンズクリニック 〒238-0311横須賀市太田和１－１－８浅葉クリニックビル２Ｆ 046-855-0714  

ふかさわクリニック 〒239-0842横須賀市長沢１－３３－７ルビエ－ヌＢ　１Ｆ 046-848-8858 

白ゆり総合リハケアクリニック 〒239-0841横須賀市野比２－２－６ 046-839-2535

ゆき呼吸器内科クリニック 〒238-0008横須賀市大滝町２－１５横須賀東相ビル３Ｆ 046-828-4159 

黒沢クリニック 〒239-0831横須賀市久里浜４－１５－７　ＫＨビル２Ｆ 046-838-5963 

武山内科 〒238-0313横須賀市武１－２０－１７ライフコート横須賀武山クリニックビル２Ｆ 046-874-8317 

まつもと内科クリニック 〒239-0831横須賀市久里浜１－１－７　菊屋ビル１Ｆ 046-838-5856 

くすの木クリニック 〒238-0011横須賀市米が浜通１－１７ＹＭ　ＢＬＤＧ．４Ｆ 046-884-8862 

久里浜みなとクリニック 〒239-0831横須賀市久里浜５－１２－２１ 046-834-2828 

鈴木内科クリニック 〒239-0831横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄メディカルビル２Ｆ 046-833-8823 

ながいクリニック 〒238-0316横須賀市長井３－３３－１ 046-827-7323 

社会福祉法人心の会　三輪医院 〒238-0056横須賀市鶴が丘２－３－２ 046-822-7045 

かくたに耳鼻咽喉科クリニック 〒239-0835横須賀市佐原３－３－６　３Ｆ 046-876-7545 

杉浦循環器内科クリニック 〒238-0007横須賀市若松町２－５矢島ビル５Ｆ 046-828-8841  

独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター 〒239-0841横須賀市野比５－３－１ 046-848-1550

国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院 〒254-0047平塚市追分９－１１ 0463-32-1950

医療生協かながわ生活協同組合　平塚診療所 〒254-0807平塚市代官町２０－２０ 0463-21-2764 

鈴木外科内科医院 〒254-0084平塚市南豊田２１ 0463-31-1543

瀬戸医院 〒254-0812平塚市松風町２１－３２ 0463-21-3425

なす医院 〒254-0061平塚市御殿１－５－１０ 0463-32-4838 

菊池内科クリニック 〒254-0018平塚市東真土４－１９－１ 0463-54-7360

二瓶内科・胃腸科医院 〒254-0902平塚市徳延１７５－２ 0463-31-3467 

くらた病院 〒254-0018平塚市東真土４－５－２６ 0463-53-1955 

宮尾内科クリニック 〒259-1216平塚市入野１４３ 0463-37-3360 

堀江医院 〒254-0054平塚市中里２１－６ 0463-31-2217 

佐藤内科医院 〒254-0047平塚市追分３－４ 0463-31-0469 

藤多パークサイドクリニック小児科・アレルギー科 〒254-0074平塚市大原３－３０ 0463-30-3117

医療法人社団旺巳会　湘英クリニック 〒254-0084平塚市南豊田３１４－１ 0463-37-6220

ふれあい平塚ホスピタル 〒254-0813平塚市袖ケ浜１－１２ 0463-22-4105 

クリニック斎藤 〒254-0902平塚市徳延５７２－１－２Ｆ 0463-37-5525 

湘南真田クリニック 〒259-1206平塚市真田２－６－２７ 0463-50-3400

あおぞら湘南クリニック 〒254-0042平塚市明石町５－２４吉川ビル 0463-72-7851 

やまうち内科クリニック 〒254-0061平塚市御殿１－３１－１１ 0463-32-1311 

みずきクリニック 〒254-0075平塚市中原２－１５－２ 0463-73-8124

ありがとうみんなファミリークリニック平塚 〒259-1212平塚市岡崎２１５－３ 0463-59-3739 

医療生協かながわ生活協同組合　深沢中央診療所 〒248-0036鎌倉市手広１－９－３１ 0467-31-7284 

医療法人　湘和会　湘南記念病院 〒248-0027鎌倉市笛田２－２－６０ 0467-32-3456

医療法人社団　倉岡胃腸科内科 〒247-0072鎌倉市岡本２－６－３９ 0467-43-1748

医療法人社団　田川医院 〒247-0063鎌倉市梶原２－３４－５ 0467-44-1657

医療法人社団　長洲クリニック 〒247-0056鎌倉市大船１－２３－３１浜田ビル３Ｆ 0467-45-3335

高井内科クリニック 〒247-0056鎌倉市大船１－２６－２７日生大船ビル１階 0467-43-5556 

じんの内科クリニック 〒248-0014鎌倉市由比ガ浜３－１１－３９福地ビル１Ｆ 0467-60-4866

医療法人社団　湘南友和会　さとうクリニック 〒247-0061鎌倉市台５－８－２９いけだビル２０３ 0467-43-5220 

山口内科 〒247-0056鎌倉市大船３－２－１１大船メディカルビル　２０１ 0467-47-1312 

西鎌倉ファミリークリニック 〒248-0035鎌倉市西鎌倉１－１９－９福田ビル２Ｆ 0467-39-3880

芋川耳鼻咽喉科クリニック 〒248-0006鎌倉市小町２－１０－１壱番館ビル３Ｆ 0467-24-7273 

立山医院 〒247-0055鎌倉市小袋谷１－７－２７星ビル１Ｆ 0467-46-0639  

しおのいり内科 〒247-0056鎌倉市大船３－１－３セイショウナン４Ｆ 0467-42-7640 

医療法人社団奏愛会　信愛クリニック 〒247-0056鎌倉市大船２－２６－１０ 0467-48-6678 

若宮大路鎌倉メンタルクリニック 〒248-0005鎌倉市雪ノ下１－９－２１トウセン鎌倉ビル３Ｆ 050-3734-3855 

医療法人　沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 〒247-8533鎌倉市岡本１３７０－１ 0467-46-1717 

医療法人　沖縄徳洲会　湘南かまくらクリニック 〒247-0066鎌倉市山崎１２０２－１ 0467-43-1717  

遠藤内科クリニック 〒248-0027鎌倉市笛田４－５－１ 0467-32-5344 

泉水橋とうどうクリニック 〒248-0001鎌倉市十二所６－１泉水橋クリニックビル２Ｆ 0467-24-1515  

さかい内科・胃腸科クリニック 〒248-0005鎌倉市雪ノ下３－１－３２ 0467-23-0015 

湘南泌尿器科・内科 〒247-0056鎌倉市大船２－２６－２２医療ビル湘風館２Ｆ 0467-44-1117  

はせ駅前耳鼻咽喉科クリニック 〒248-0016鎌倉市長谷２－１６－３ 0467-25-5111 

たまるクリニック 〒247-0055鎌倉市小袋谷１－２－２湘英ビル１Ｆ、２Ｆ 0467-43-5733  

かまくらファミリークリニック 〒248-0014鎌倉市由比ガ浜２－６－２１ 0467-22-0522



名称 医療機関所在地 電話番号

医療法人社団　奏愛会　アカラクリニック 〒247-0072鎌倉市岡本１３４３－５ 0467-84-9527  

医療法人　長谷川会　湘南ホスピタル 〒251-0047藤沢市辻堂３－１０－２ 0466-33-5111

一般財団法人　同友会　藤沢湘南台病院 〒252-0802藤沢市高倉２３４５ 0466-44-1451

いすず自動車株式会社藤沢診療所 〒252-0806藤沢市土棚８ 0466-44-1111

湘南中央病院 〒251-0056藤沢市羽鳥１－３－４３ 0466-36-8151 

医療法人　山内龍馬財団　山内病院 〒251-0055藤沢市南藤沢４－６ 0466-25-2216

佐川内科医院 〒251-0032藤沢市片瀬３－１６－６ 0466-27-4188

風間医院 〒251-0054藤沢市朝日町１６－４ 0466-22-9020 

窪島医院 〒252-0816藤沢市遠藤４４５ 0466-87-3002

とやま産婦人科医院 〒251-0055藤沢市南藤沢１８－３ 0466-22-1103

近藤内科医院 〒251-0052藤沢市藤沢１０２７－９ 0466-25-8280  

後藤内科医院 〒251-0052藤沢市藤沢１－３－５ 0466-22-3113 

金子医院 〒251-0052藤沢市藤沢５４５ 0466-22-9713

酒井医院 〒251-0047藤沢市辻堂１－１０－１９ 0466-36-8076

湘南斉藤クリニック 〒251-0025藤沢市鵠沼石上２－１４－９ 0466-22-4114

善行クリニック 〒251-0871藤沢市善行６－１６－２１ 0466-81-8511

医療法人社団　間中医院 〒251-0042藤沢市辻堂新町１－１９－１８ 0466-36-8011

長谷内科医院 〒251-0052藤沢市藤沢２２９ 0466-22-2681

山川医院 〒251-0052藤沢市藤沢５４１ 0466-22-2983

藤沢内科消化器科クリニック 〒251-0024藤沢市鵠沼橘１－１７－１６湘南薬品センター店２階 0466-23-8801

関野内科医院 〒252-0813藤沢市亀井野１－２１－１２ 0466-81-5615

医療法人山崎耳鼻咽喉科 〒252-0804藤沢市湘南台１－１２－１Ｇ．Ｃ．ＳＨＯＮＡＮＤＡＩ６階 0466-46-1033 

石原医院 〒252-0802藤沢市高倉３９６－３ 0466-44-3627

医療法人　誠翔会　中沢内科医院 〒252-0804藤沢市湘南台２－１８－３ 0466-43-0160 

ティー．エイチ．ピー．メディカルクリニック 〒251-0052藤沢市藤沢４９８ 0466-25-5911 

神里内科クリニック 〒251-0024藤沢市鵠沼橘１－１７－１３ 0466-22-2706 

湘南鵠沼内科・リウマチ科安達正則クリニック 〒251-0027藤沢市鵠沼桜が岡４－１４－３ 0466-26-0378  

山本内科クリニック 〒251-0871藤沢市善行１－２５－１５ＴＹビル１Ｆ 0466-80-6686 

医療法人社団　桐英会　はじめクリニック 〒251-0047藤沢市辻堂５－１８－９ 0466-31-0840

湘南柄沢クリニック 〒251-0003藤沢市柄沢４２１－２ 0466-23-5018

髙橋内科クリニック 〒251-0035藤沢市片瀬海岸１－５－５鎌田ビル１Ｆ 0466-29-9350

坂本眼科湘南クリニック 〒251-0044藤沢市辻堂太平台１－３－１ 0466-35-0211

湘南台宮治クリニック 〒252-0815藤沢市石川６－２１－１０ 0466-86-6366  

湘南中村クリニック 〒251-0052藤沢市藤沢３１－２ 0466-55-3450 

いわもと内科 〒252-0804藤沢市湘南台４－５－１プレジャ湘南台１Ｆ 0466-44-8004 

クローバーホスピタル 〒251-0025藤沢市鵠沼石上３－３－６ 0466-22-7111 

やまだ内科クリニック 〒251-0033藤沢市片瀬山２－７－５ 0466-26-3662  

藤田医院 〒251-0056藤沢市羽鳥５－５－１０ 0466-36-0979  

三浦内科クリニック 〒251-0032藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリニックプラザ３Ｆ－３０２ 0466-29-0120 

山田医院 〒251-0046藤沢市辻堂西海岸２－１０－６ 0466-36-1762 

医療法人　誠翔会　セントジョージクリニック 〒252-0816藤沢市遠藤６２１５ 0466-48-3300 

医療法人社団　実正会　のぐち江ノ島クリニック 〒251-0035藤沢市片瀬海岸１－３－７リバーサイド・ドゥ・エム　１Ｆ 0466-55-3811  

ぬまた内科呼吸器科 〒251-0002藤沢市大鋸１－２－１８藤沢ホスピタリティパーク３階 0466-29-5001 

藤沢本町ファミリークリニック 〒251-0875藤沢市本藤沢１－１－８ 0466-80-5815

湘南ライフ内科クリニック 〒251-0037藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プラッシング・ウェーブ江ノ島４Ｆ 0466-31-0785 

山口クリニック 〒252-0802藤沢市高倉２３３２－１ 0466-41-0333  

丸山医院 〒251-0056藤沢市羽鳥２－２－２６ 0466-36-8709 

ほしの内科クリニック 〒251-0052藤沢市藤沢２－１－１８　 0466-29-0320 

たかはしクリニック 〒251-0016藤沢市弥勒寺４－１－１２ 0466-23-6133 

すが内科クリニック 〒252-0804藤沢市湘南台２－８－７　ライオンズマンション湘南台１Ｆ 0466-45-5557 

医療法人社団　久善会　やのハートクリニック 〒251-0052藤沢市藤沢１０９９－５ 0466-29-8810 

善行団地石川医院 〒251-0877藤沢市善行団地３－１６－１ 0466-82-1377  

高橋まことクリニック 〒252-0815藤沢市石川１－１－２０ＳＣビル　２Ｆ 0466-89-4351 

梅津クリニック 〒251-0047藤沢市辻堂２－９－３辻堂プルミエビル２Ｆ 0466-35-4511 

さいとう内科小児科クリニック 〒251-0047藤沢市辻堂元町４－７－２１ 0466-30-3500 

医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 〒251-0041藤沢市辻堂神台１－５－１ 0466-35-1177 

白旗なのはなクリニック 〒251-0052藤沢市藤沢２－３－１５トレアージュ白旗２Ｆ 0466-55-2511  

メディカルパーク湘南 〒252-0804藤沢市湘南台１－２４－７ 0466-41-0331 

辻堂内科診療所 〒251-0047藤沢市辻堂２－１２－１３ 0466-52-5855 

医療法人社団仁聖会　ふじさわ富田クリニック 〒251-0055藤沢市南藤沢１９－１３一水ビル４Ｆ 0466-26-7888 

湘南藤沢鈴木眼科内科クリニック 〒252-0813藤沢市亀井野２５９－１ 0466-54-7850 

リーヴァレディースクリニック 〒251-0041藤沢市辻堂神台１－３－３９オザワビル４Ｆ　４０２ 0466-54-8827  

湘南藤沢おぬき消化器クリニック 〒251-0052藤沢市藤沢６００ＡＳＭビルディング３Ｆ 0466-24-1371  

もとき内科クリニック 〒251-0041藤沢市辻堂神台１－３－３９オザワビル４Ｆ４０３ 0466-47-8216 

湘南藤沢心臓血管クリニック 〒252-0804藤沢市湘南台１－９－１エクシード湘南台１Ｆ 0466-41-2810  

公益財団法人積善会　曽我病院 〒250-0203小田原市曽我岸１４８ 0465-42-1630

医療法人財団報徳会　西湘病院 〒250-0001小田原市扇町１－１６－３５ 0465-35-5773

医療法人邦友会　小田原循環器病院 〒250-0873小田原市矢作２９６－１ 0465-48-7211

医療法人社団愛和会　かみやまアレルギー科小児科クリニック 〒250-0004小田原市浜町３－１１－５ 0465-24-0188 

螢田診療所 〒250-0865小田原市蓮正寺３１０ 0465-36-3230 

医療法人社団　富田医院 〒250-0205小田原市曽我別所７７７－６ 0465-42-0822  

医療法人社団　横田小児科医院 〒250-0051小田原市北ノ窪５１５－３ 0465-34-0666

川邊小児科内科医院 〒256-0816小田原市酒匂５－１３－３８ 0465-47-2351 

医療法人　高見澤クリニック 〒250-0001小田原市扇町４－７－１５ 0465-35-8786  

医療生協かながわ生活協同組合　おだわら診療所 〒250-0853小田原市堀之内２５３－１ 0465-39-1193 

医療法人社団　渡邊内科クリニック 〒250-0011小田原市栄町１－２－８　八百源ビル１Ｆ 0465-22-6677 

清水内科クリニック 〒250-0002小田原市寿町２－７－６ 0465-35-3500 

山近記念クリニック 〒256-0815小田原市小八幡３－１９－８ 0465-47-2131 

桜みちクリニック 〒250-0873小田原市矢作５－１ 0465-46-0885 

マナクリニック 〒250-0214小田原市永塚５ 0465-41-3001 

髙井内科クリニック 〒250-0011小田原市栄町２－１２－４５山崎ビル 0465-21-6313 

岡宮産婦人科医院 〒250-0011小田原市栄町３－１０－１９ 0465-22-4481 

小島クリニック 〒256-0817小田原市西酒匂３－４－９ 0465-46-1267 

石井呼吸器内科医院 〒250-0863小田原市飯泉６５ 0465-48-4159 

菱木医院 〒250-0852小田原市栢山２８２３－４ 0465-36-3222 

茅ケ崎クリニック 〒253-0054茅ヶ崎市東海岸南１－２２－１ 0467-86-2123 

松が丘内科クリニック 〒253-0025茅ヶ崎市松ヶ丘２－８－２０ 0467-87-0363



名称 医療機関所在地 電話番号

加藤医院 〒253-0053茅ヶ崎市東海岸北２－１－５２ 0467-82-2602

高橋医院 〒253-0045茅ケ崎市十間坂１－２－１６ 0467-82-2231

三上医院 〒253-0021茅ヶ崎市浜竹３－１－２３ 0467-82-0322

茅ケ崎中央病院 〒253-0041茅ヶ崎市茅ヶ崎２－２－３ 0467-86-6530

至誠堂医院 〒253-0084茅ヶ崎市円蔵２４２７－８ 0467-85-2101 

大野クリニック 〒253-0034茅ケ崎市緑が浜４－２９ 0467-88-0330  

池原内科クリニック 〒253-0041茅ケ崎市茅ケ崎２－５－３０湘南薬品ビル１Ｆ 0467-88-0055 

医療法人社団　オーエフシー　おざさ医院 〒253-0011茅ケ崎市菱沼１－４－１１ 0467-55-0201 

湘南東部クリニック 〒253-0083茅ケ崎市西久保１１７ 0467-84-6882 

野村消化器内科 〒253-0031茅ケ崎市富士見町１５－１ 0467-84-3987 

湘南みずき内科クリニック 〒253-0088茅ヶ崎市みずき４－９－２０ 0467-50-3320 

やまもと内科クリニック 〒253-0088茅ヶ崎市みずき２－８－１ 0467-40-4976  

茅ヶ崎信愛クリニック 〒253-0044茅ヶ崎市新栄町５－８ 0467-82-2554  

共恵内科クリニック 〒253-0056茅ケ崎市共恵１－１１－９アイパレス湘南１階 0467-73-7011

おおえ内科クリニック 〒253-0017茅ケ崎市松林２－５－３０ 0467-55-2325 

茅ヶ崎メディカルクリニック 〒253-0052茅ヶ崎市幸町５－８　２Ｆ 0467-58-3958 

守屋おとなこどもクリニック 〒253-0053茅ヶ崎市東海岸北３－１０－１４ 0467-86-5834 

湘南みわクリニック 〒253-0042茅ヶ崎市本村４－２２－２５ 0467-50-1611 

浜見平診療所 〒253-0062茅ヶ崎市浜見平１１－１ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎１Ｆ 0467-82-0727 

医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会病院 〒253-0052茅ヶ崎市幸町１４－１ 0467-58-1311  

近藤クリニック 〒253-0055茅ヶ崎市中海岸３－８－４３ 0467-83-2451 

内倉整形外科 〒253-0053茅ケ崎市東海岸北５－１１－１０　１Ｆ 0467-84-0070 

林糖尿病内科クリニック 〒253-0044茅ケ崎市新栄町３－２Ａｂｅａｓａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　２Ｆ 0467-84-0884  

茅ヶ崎耳鼻咽喉科クリニック 〒253-0085茅ヶ崎市矢畑７２５－１ 0467-59-4133  

湘南いしぐろクリニック 〒253-0043茅ヶ崎市元町５７９８－８　今井ビル３Ｆ 0467-57-1100 

ハイランドクリニック 〒249-0001逗子市久木８－１３－３０ 046-871-9420

逗葉内科クリニック 〒249-0005逗子市桜山６－１－２３ 046-871-2548

秋間医院 〒249-0005逗子市桜山８－５－１３ 046-871-2707

湘南内科ぺインクリニック 〒249-0006逗子市逗子５－６－１８ 046-872-2611 

たかしクリニック 〒249-0002逗子市山の根１－２－１９　ラ・メール・ブルー逗子１０２号室 046-873-0239 

西本整形外科 〒249-0006逗子市逗子２－５－２５－５Ｆ 046-870-3787 

さわだ内科・消化器内科 〒249-0006逗子市逗子２－５－２５ＤＥＮＫビル２Ｆ 046-884-8830

おばなファミリークリニック 〒249-0001逗子市久木８－９－１９　 046-854-9376 

医療法人社団相和会　渕野辺総合病院 〒252-0206相模原市中央区淵野辺３－２－８ 042-754-2222 

総合相模更生病院 〒252-5225相模原市中央区小山３４２９ 042-752-1808

神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院 〒252-5188相模原市緑区橋本２－８－１８ 042-772-4291

医療法人社団仁和会　さがみ仁和会病院 〒252-0231相模原市中央区相模原４－１１－４ 042-755-2133

北里大学病院 〒252-0375相模原市南区北里１－１５－１ 042-778-8111

西脇医院 〒252-0143相模原市緑区橋本４－５－１２ 042-771-5255

神奈川北央医療生活協同組合　さがみ生協病院 〒252-0303相模原市南区相模大野６－２－１１ 042-743-3261

博愛医院 〒252-0314相模原市南区南台３－１２－１５ 042-743-7247 

あべクリニック 〒252-0233相模原市中央区鹿沼台２－１８－２０ 042-752-8187  

医療法人社団　西村クリニック 〒252-0213相模原市中央区すすきの町３６－１７ 042-753-3555

かながわ循環器内科 〒252-0231相模原市中央区相模原３－６－６ 042-752-3013

遠藤クリニック 〒252-0222相模原市中央区由野台１－２３－７ 042-753-0807 

やまもとクリニック 〒252-0311相模原市南区東林間５－１３－８ 042-749-1101  

田原メディカルクリニック 〒252-0334相模原市南区若松３－４８－１７ 042-749-3131

医療法人社団　相信会　関医院 〒252-0243相模原市中央区上溝６－２０－１５ 042-761-2080

医療法人社団　廣淳会　矢田内科小児科医院 〒252-0143相模原市緑区橋本２－３－６吉美ビル２階 042-772-1310

医療法人社団　恭英会　相模原記念クリニック 〒252-0239相模原市中央区中央４－１２－３ 042-758-8171

中濵クリニック 〒252-0143相模原市緑区橋本４－１１－３４ 042-773-8819  

医療法人社団　聡生会　阪クリニック 〒252-0344相模原市南区古淵２－１７－３渋谷ビル２・３・４Ｆ 042-776-7709 

荘加医院 〒252-0325相模原市南区新磯野３－３２－９ 046-254-5010 

小野内科医院 〒252-0244相模原市中央区田名３１９８－３ 042-760-1180 

半沢クリニック 〒252-0206相模原市中央区渕野辺１－１０－１３ライオンズマンション１０２ 042-786-5115 

佃医院 〒252-0302相模原市南区上鶴間５－４－１２ 042-742-5464  

平井クリニック 〒252-0303相模原市南区相模大野３－１１－５ＫＡＪＩＹＡ第２ビル２Ｆ 042-767-0850 

相模原ステーションクリニック 〒252-0231相模原市中央区相模原１－１－１９相模原ｉｔ’ｓ２０３ 042-758-8881  

相模原クリニック 〒252-0231相模原市中央区相模原７－５－５ 042-758-6521 

医療法人社団翼　たてのクリニック 〒252-0243相模原市中央区上溝４－１４－６ボナール上溝１Ｆ 042-760-3770

上溝内科クリニック 〒252-0243相模原市中央区上溝３１７５－１ 042-759-7070 

うめざわクリニック 〒252-0245相模原市中央区田名塩田２－１６－３３ 042-777-6622 

医療法人社団一康会　原当麻クリニック 〒252-0366相模原市南区当麻１１１７－７ 042-777-0087 

おち耳鼻咽喉科 〒252-0231相模原市中央区相模原１－１－１９相模原ｉｔ′ｓ　２０１ 042-730-7181  

角中クリニック 〒252-0225相模原市中央区緑が丘１－２１－１４ 042-730-6500 

相模原赤十字病院 〒252-0157相模原市緑区中野２５６ 042-784-1101

医療法人社団　りつのクリニック 〒252-0155相模原市緑区鳥屋１１６２－１ 042-785-0055

内科クリニックこばやし 〒252-0131相模原市緑区西橋本５－１－１東急ストア橋本店３Ｆ 042-770-7371  

あさば内科・消化器クリニック 〒252-0253相模原市中央区南橋本１－１７－１７ 042-700-3320 

はまくぼクリニック 〒252-0143相模原市緑区橋本６－２０－１リビオ橋本タワーブロードビーンズ１階Ｂ 042-770-1811 

しなだ呼吸器循環器クリニック 〒252-0143相模原市緑区橋本３－１４－１橋本メディカルビル２階 042-700-3322 

ひらお耳鼻咽喉科 〒252-0134相模原市緑区下九沢１９１２－１ 042-764-4187 

佐藤医院 〒252-0334相模原市南区若松４－１７－１８ 042-743-3152 

正木クリニック相模大野 〒252-0303相模原市南区相模大野６－１５－１８ 042-747-8800 

相模原市立千木良診療所 〒252-0174相模原市緑区千木良８５２－８ 042-684-2046  

相模原市立青野原診療所 〒252-0161相模原市緑区青野原２０１５－２ 042-787-0004 

相模原市立藤野診療所 〒252-0184相模原市緑区小渕１６５６－１ 042-687-2229 

広瀬病院 〒252-0105相模原市緑区久保沢２－３－１６ 042-782-3021 

グリーンパーク内科クリニック 〒252-0325相模原市南区新磯野４－５－６－１ 046-259-9215 

豊田内科クリニック 〒252-0331相模原市南区大野台７－２９－５ 042-754-6908 

上鶴間ファミリークリニック 〒252-0318相模原市南区上鶴間本町８－４４－２０ 042-767-5332 

北村ファミリークリニック 〒252-0321相模原市南区相模台７－３６－２３ 042-705-5990 

青葉ふたまたクリニック 〒252-0224相模原市中央区青葉３－２４－１ 042-707-4126

医療法人社団　東華会　橋本南ファミリークリニック 〒252-0134相模原市緑区下九沢１７７９－１ 042-763-0075  

ふちのべ内科クリニック 〒252-0234相模原市中央区共和１－３－４０エステート共和１Ｆ－Ａ号室 042-851-3517 

きたむら淵野辺クリニック 〒252-0233相模原市中央区鹿沼台２－１０－１５第２ＳＫビル１Ｆ 042-768-7561 

東大沼内科クリニック 〒252-0333相模原市南区東大沼１－１２－４３ 042-767-0170  
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東林間かねしろ内科クリニック 〒252-0302相模原市南区上鶴間７－６－２山下ビル１－２－３Ｆ号室 042-701-1041 

やまぎしクリニック相模大野 〒252-0303相模原市南区相模大野３－１４－２０－２Ｆ 042-705-8055 

大場内科クリニック 〒252-0231相模原市中央区相模原１－２－６　カスミビル相模原１Ｆ 042-758-6811  

独立行政法人国立病院機構　相模原病院 〒252-0392相模原市南区桜台１８－１ 042-742-8311

矢島内科医院 〒238-0241三浦市天神町９－１６ 046-881-2467

斉田皮フ科 〒238-0101三浦市南下浦町上宮田３１２５－１ 046-887-1234 

三浦海岸つばさクリニック 〒238-0101三浦市南下浦町上宮田字柿ヶ作３２３０－３ 046-887-3555  

三浦中央医院 〒238-0101三浦市南下浦町上宮田１７３８－１ 046-888-5010 

せりかわ内科クリニック 〒238-0101三浦市南下浦町上宮田３２５７－５高橋ビル１・２Ｆ 046-887-1666 

医療法人　丹沢病院 〒259-1304秦野市堀山下５５７ 0463-88-2455

竹内外科脳外科 〒257-0002秦野市鶴巻南４－２３－１４ 0463-77-2617

高岡外科・脳外科 〒259-1322秦野市渋沢２－３－１８ 0463-88-6868

医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院 〒257-0001秦野市鶴巻北１－１６－１ 0463-78-1311 

島田内科医院 〒257-0031秦野市曽屋１１９１－３ 0463-81-2005

医療法人社団　仁輪会　くず葉台病院 〒257-0028秦野市東田原字九沢３４０ 0463-82-5858  

医療法人　亀崎医院 〒257-0041秦野市入船町２－８ 0463-81-0056  

川口医院 〒257-0048秦野市幸町４－４ 0463-82-3549

医療法人　鈴成会　鈴木クリニック 〒259-1321秦野市曲松１－４－３９やまゆりビル２Ｆ 0463-89-0770  

柿崎クリニック 〒257-0006秦野市北矢名１３０９－１　ハレクラニ１Ｆ 0463-73-8231

かとう内科クリニック 〒257-0003秦野市南矢名１－１５－３－１ 0463-69-3150  

秦野駅南口診療所 〒257-0011秦野市尾尻９４０－５　ハイブリッジⅡ　２Ｆ 0463-84-3737 

医療法人仁愛会　近藤病院 〒243-0001厚木市東町３－３ 046-221-2375 

高橋内科 〒243-0022厚木市酒井２５３７ 046-223-0188

七沢リハビリテーション病院脳血管センター 〒243-0121厚木市七沢１３０４ 046-249-2806

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団　神奈川リハビリテーション病院 〒243-0121厚木市七沢５１６ 046-249-2503

ヘルスケアクリニック厚木 〒243-0018厚木市中町３－６－１７ 046-223-1150

のぞみ医院 〒243-0017厚木市栄町２－６－１８ 046-224-7717

医療法人鉄蕉会　森の里病院 〒243-0122厚木市森の里３－１－１ 046-247-2121

光ヶ丘医院 〒243-0032厚木市恩名２－２３－２６ 046-221-1811 

妻田内科クリニック 〒243-0815厚木市妻田西３－１７－８ 046-223-3121 

せいきょう　あつぎ診療所 〒243-0004厚木市水引２－８－２９ 046-223-3325

笹生循環器クリニック 〒243-0014厚木市旭町５－４７－１ 046-227-1919

医療法人社団　友城会　荻野クリニック 〒243-0203厚木市下荻野１１０１－１　 046-242-3062  

梶浦医院 〒243-0213厚木市飯山３６０１ 046-241-1932 

池田クリニック 〒243-0041厚木市緑ケ丘１－６－５ 046-221-5353 

医療法人社団　厚泉会　厚木中町クリニック 〒243-0018厚木市中町４－１０－２ハラダ中町ビル１Ｆ 046-221-4114 

厚木市立病院 〒243-8588厚木市水引１－１６－３６ 046-221-1570 

かんきクリニック 〒243-0014厚木市旭町５－３５－１５エスポワールＮＯＵＪＹＯＵ１０１号 046-228-2002

小児科内科落合医院 〒243-0033厚木市温水１０１６ 046-247-1577

松田内科クリニック 〒243-0213厚木市飯山２１１９－７クラウドⅠ　１Ｆ 046-243-5225 

林医院 〒243-0203厚木市下荻野４２１ 046-241-1205

医療法人　沖縄徳洲会　湘南厚木病院 〒243-8551厚木市温水１１８－１ 046-223-3636 

南毛利内科 〒243-0035厚木市愛甲２－１１－９ 046-270-6661 

徳川ファミリークリニック 〒243-0801厚木市上依知３００２ 046-281-8651 

ゆみの内科クリニック 〒243-0018厚木市中町２－８－７グランデ本厚木中町１Ｆ 046-259-5217 

厚木胃腸科医院 〒243-0814厚木市妻田南１－１６－３６ 046-223-1155 

医療法人社団ＳＫＹーＮＥＸ　鈴木内科クリニック 〒243-0816厚木市林３－６－３８　 046-297-3131

大和市立病院 〒242-0018大和市深見西８－３－６　 046-260-0111

エイトクリニック 〒242-0024大和市福田２０３７－６ツィンリーフ渋谷２Ｆ 046-268-2100 

医療法人社団　深見台中央医院 〒242-0013大和市深見台３－５－２８ 046-263-6661

成和クリニック 〒242-0005大和市西鶴間５－３４８８－７ 046-264-3911 

医療法人社団　仁志会　岡本整形外科 〒242-0000大和市中央５－６－２９第２ソーヨービル 046-262-2080 

南大和病院 〒242-0015大和市下和田１３３１－２ 046-269-2411 

南大和クリニック 〒242-0015大和市下和田９４０－１ 046-268-5999 

林間クリニック 〒242-0007大和市中央林間５－１－３ 046-278-6668  

長田クリニック 〒242-0021大和市中央２－２－１ワイーフロント２Ｆ 046-262-2500  

高座渋谷内科外科クリニック 〒242-0024大和市福田１９７０－１－Ｂ 046-201-0370  

前川内科クリニック 〒242-0001大和市下鶴間２７７７－５－６コンフォール鶴間１Ｆ 046-278-3777 

社会医療法人三栄会　中央林間病院 〒242-0007大和市中央林間４－１４－１８ 046-275-0110 

石川クリニック 〒242-0007大和市中央林間５－５－３２ 046-274-4746  

くすはら内科クリニック 〒242-0001大和市下鶴間５２１－８つきみ野メディカルセンター１Ｆ 046-278-5483 

若葉クリニック 〒242-0021大和市中央１－７－２１ 046-265-6224  

ささいクリニック 〒242-0017大和市大和東１－７－２１山﨑ビル３Ｆ 046-200-1717 

鶴間かねしろ内科クリニック 〒242-0004大和市鶴間２－１－２４－２階Ａ号室 046-271-7410 

川西内科クリニック 〒242-0007大和市中央林間３－５－１１野崎ビル２Ｆ 046-278-1201 

望月耳鼻咽喉科 〒242-0007大和市中央林間４－２０－４ 046-271-3387 

田口クリニック 〒242-0006大和市南林間７－２５－６ 046-275-3830

にれファミリークリニック 〒242-0024大和市福田２０２８　ロイヤルパレス渋谷１Ｆ 046-244-0562

やまと中央循環器内科 〒242-0021大和市中央７－１０－１５ 046-204-5090 

みひらクリニック 〒242-0024大和市福田１８２６－２　スカイステーション１０１号室 046-201-2220 

大和外科内科クリニック 〒242-0001大和市下鶴間７０４－６ 046-274-1767  

南大和高座クリニック 〒242-0024大和市福田２０２１－２イコーザ２Ｆ 046-269-7111

たなかクリニック 〒242-0028大和市桜森３－７－１８ 046-200-3322 

黒山内科医院 〒242-0007大和市中央林間２－２１－２０コスモヒルズ中央林間１Ｆ 046-277-9680 

大和東クリニック 〒242-0017大和市大和東１－４－２大和ヘルスケアモール２Ｆ 046-244-0810 

医療法人社団やまと洋光会　泉の森クリニック 〒242-0005大和市西鶴間１－１９－８　１Ｆ 046-271-7070 

ヒロクリニック 〒242-0024大和市福田２－８－１　１０１ 046-269-0020  

坂間医院 〒259-1138伊勢原市神戸５３８ 0463-95-0068

伊勢原石田内科クリニック 〒259-1114伊勢原市高森１３２５ 0463-92-6771  

医療法人社団　清富会　飯塚医院 〒259-1131伊勢原市伊勢原２－５－１６ 0463-95-0021

医療法人社団　武田クリニック 〒259-1131伊勢原市伊勢原２－２－１５ 0463-96-1024 

梶山内科クリニック 〒259-1131伊勢原市伊勢原３－１６－２ 0463-97-2882

片山医院 〒259-1114伊勢原市高森２－３－７ 0463-95-0030 

医療法人興生会　相模台病院 〒252-0001座間市相模が丘６－２４－２８ 046-256-0011

医療法人社団一真会　座間厚生病院 〒252-0013座間市栗原９１２－２ 046-255-3211 

医療法人社団　浅利クリニック 〒252-0027座間市座間２－２３６－４ 046-255-8611

医療法人社団　広井内科医院 〒252-0021座間市緑ケ丘４－７－７ 046-254-8307  
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鴇田医院 〒252-0001座間市相模が丘３－５３－１０ 046-251-2205

塚原クリニック 〒252-0001座間市相模が丘５－５－７ブリリア小田急相模原１０５ 042-705-9555 

三宅胃腸科外科 〒243-0436海老名市扇町２－１ 046-233-2555

のざわ小児科内科医院 〒243-0410海老名市杉久保北４－１３－１４ 046-238-9957

宍戸医院 〒243-0413海老名市国分寺台５－１３－１１ 046-231-7823

海老名あおばクリニック 〒243-0417海老名市本郷２２０９－２ 046-238-6246 

海老名呼吸器科クリニック 〒243-0432海老名市中央３－３－１駅前クリニックモールビル　５Ｆ 046-236-1159  

海老名田島クリニック 〒243-0432海老名市中央３－３－１８中村第一ビル１Ａ 046-233-1313 

横山クリニック 〒243-0413海老名市国分寺台５－１３－１ 046-232-6767  

今里クリニック 〒243-0423海老名市今里１－１０－１２ 046-232-8222 

えびな脳神経外科 〒243-0435海老名市下今泉４－２－１４　グランツ海老名１Ｆ 046-236-2188 

医療法人社団慈邦会　石川医院 〒250-0117南足柄市塚原７１０－２ 0465-72-1230  

光生診療所 〒250-0117南足柄市塚原１４０７ 0465-74-4671  

富士フイルムグループ健康保険組合　富士フイルム健康管理センター 〒250-0126南足柄市狩野６８１ 0465-73-7480 

医療法人社団　鈴木医院 〒250-0105南足柄市関本９３０ 0465-74-0021 

こうの内科クリニック 〒250-0113南足柄市岩原１８０－１ 0465-73-2218 

南足柄クリニック 〒250-0105南足柄市関本５６５－５第一棟ヴェルミ１　３階　３０１区画 0465-72-7701  

大内病院 〒250-0123南足柄市中沼５９４－１ 0465-74-1515 

ウチダクリニック 〒250-0117南足柄市塚原１５３２－１ 0465-27-2799 

菅原医院 〒252-1122綾瀬市小園南１－１１－１３ 0467-77-0885

比留川医院 〒252-1103綾瀬市深谷南１－６－３ 0467-79-0355 

かしわぎクリニック 〒252-1103綾瀬市深谷３９５０－１綾瀬メディカルプラザＡ棟 0467-71-0307 

原クリニック 〒252-1135綾瀬市寺尾釜田１－１－８ 0467-79-8348 

医療法人社団慈広会　矢崎胃腸外科 〒252-1113綾瀬市上土棚中１－１－１６ 0467-76-6211 

医療法人誠医会　宮川病院 〒210-0802川崎市川崎区大師駅前２－１３－１３ 044-222-3255

野田眼科内科小児科医院 〒210-0804川崎市川崎区藤崎１－１－３ 044-244-6561

阿部医院 〒210-0014川崎市川崎区貝塚１－９－１０ 044-222-3450 

医療法人社団　渡辺外科内科医院 〒210-0834川崎市川崎区大島２－１７－１６ 044-222-8089 

医療法人　啓和会　野末整形外科歯科内科 〒210-0846川崎市川崎区小田５－１－３ 044-355-1561

入江医院 〒210-0006川崎市川崎区砂子２－６－２三恵ビル３Ｆ 044-222-2026

医療法人社団　聖医会　安士外科医院 〒210-0851川崎市川崎区浜町１－１１－５ 044-322-2874

門前外科医院 〒210-0812川崎市川崎区東門前１－１４－４ 044-266-8029 

医療法人　郁史会　由井クリニック 〒210-0014川崎市川崎区貝塚２－４－１９ 044-233-0074 

医療法人社団こうかん会　水江診療所 〒210-0866川崎市川崎区水江町６－２１ 044-322-1489  

こうかんクリニック 〒210-0852川崎市川崎区鋼管通１－２－３ 044-366-8900 

医療法人社団真誠会　いしい医院 〒210-0833川崎市川崎区桜本２－４－９ 044-288-5320

鈴木医院 〒210-0822川崎市川崎区田町１－６－１５ 044-288-5620

協同ふじさきクリニック 〒210-0804川崎市川崎区藤崎４－２１－２ 044-270-5131 

医療法人社団　篤志会　元木町眼科内科 〒210-0844川崎市川崎区渡田新町２－１　渡田新町マンション１階 044-333-3161  

東扇島診療所 〒210-0869川崎市川崎区東扇島７８　福利厚生センター２Ｆ 044-287-0126  

ささきクリニック 〒210-0022川崎市川崎区池田１－６－３ 044-223-7206

ＡＯＩ国際病院 〒210-0822川崎市川崎区田町２－９－１ 044-277-5511 

村上外科医院 〒210-0834川崎市川崎区大島１－５－１４ 044-244-3308 

矢野内科医院 〒212-0024川崎市幸区塚越４－３１４－２塚越マンション１１８号 044-544-7575

川崎医療生活協同組合　川崎セツルメント診療所 〒212-0052川崎市幸区古市場２－６７ 044-544-1601 

医療法人社団　誠和会　橋爪医院 〒212-0005川崎市幸区戸手２－３－１２ 044-522-0415

医療法人社団　パークシティクリニック 〒212-0054川崎市幸区小倉１－１－２１７ 044-541-6161

松葉医院 〒212-0024川崎市幸区塚越２－１５９ 044-522-1678

医療法人社団はとりクリニック　はとり内科循環器クリニック 〒212-0058川崎市幸区鹿島田１－８－３３はとりビル３Ｆ 044-522-0033 

ナカオカクリニック 〒212-0053川崎市幸区下平間３８ 044-544-1266 

医療法人社団　慶生会　生駒クリニック 〒212-0055川崎市幸区南加瀬４－２７－６ 044-599-5611  

森田医院 〒212-0016川崎市幸区南幸町３－１４ 044-511-4396

社会医療法人財団　石心会　川崎幸クリニック 〒212-0016川崎市幸区南幸町１－２７－１ 044-544-1020 

たくま幸クリニック 〒212-0054川崎市幸区小倉３－２８－１２ 044-588-0020  

みつや内科診療所 〒212-0025川崎市幸区古川町１２０ 044-533-3000  

髙取内科医院 〒212-0056川崎市幸区矢上１３－６ 044-580-3132  

医療法人社団　あえん会　スクエアクリニック 〒212-0013川崎市幸区堀川町５８０　ソリッドスクエア東館１Ｆ 044-511-4191 

いきいきクリニック 〒212-0016川崎市幸区南幸町２－３４－２　川崎クリスチャンセンター１Ｆ 044-522-5556  

まつの内科クリニック 〒212-0032川崎市幸区新川崎５－２シンカモール　３Ｆ 044-589-0207  

ドレミ内科クリニック 〒212-0014川崎市幸区大宮町６－４ＴＭビル３Ｆ 044-201-6787 

独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院 〒211-0021川崎市中原区木月住吉町１－１ 044-411-3131

川崎市立井田病院 〒211-0035川崎市中原区井田２－２７－１ 044-766-2188

聖マリアンナ医科大学東横病院 〒211-0063川崎市中原区小杉町３－４３５ 044-722-2121

医療法人社団有隣会　中島クリニック 〒211-0034川崎市中原区井田中ノ町８－３６ 044-751-2126 

豊崎医院 〒211-0025川崎市中原区木月１－３１－１０ 044-411-3493

医療法人社団健和会　菊岡内科医院 〒211-0014川崎市中原区田尻町３５ 044-511-2785

亀谷内科クリニック 〒211-0012川崎市中原区中丸子３６１ 044-411-0011

清水医院 〒211-0065川崎市中原区今井仲町１２－１２ 044-722-7369 

医療法人社団　ＭＭ会　住吉診療所 〒211-0025川崎市中原区木月３－７－３ 044-411-8605  

神田クリニック 〒211-0067川崎市中原区今井上町４６－７ハルセン武蔵小杉１Ｆ 044-711-5312 

回生医院 〒211-0043川崎市中原区新城中町２－１０ 044-777-3772 

医療法人社団　さかね内科クリニック 〒211-0051川崎市中原区宮内２－１２－１ 044-740-7781 

おばな内科クリニック 〒211-0045川崎市中原区上新城２－４－８ 044-753-1003  

平間クリニック 〒211-0012川崎市中原区中丸子５８９－１１Ｍメディカルプラザ３Ｆ 044-431-0802  

久保田クリニック 〒211-0033川崎市中原区木月祇園町１５－１ 044-431-1238 

加藤順クリニック 〒211-0063川崎市中原区小杉町３－４４１－１　エントピア安藤２階 044-272-7201 

澤口内科クリニック 〒211-0033川崎市中原区木月祇園町１４－１６グランリビオ元住吉１１６ 044-431-0717 

武蔵小杉Ｊこころのクリニック 〒211-0004川崎市中原区新丸子東２－９２４服部ビル２Ｆ 044-430-0310 

たかはし内科 〒211-0041川崎市中原区下小田中１－３－６ＪＯＪビル１Ｆ 044-740-2717 

富士通クリニック 〒211-8588川崎市中原区上小田中４－１－１ 044-754-2051  

もくぼ内科クリニック 〒211-0021川崎市中原区木月住吉町２－２５　エバビル２－４ 044-281-8415

徳植医院 〒211-0025川崎市中原区木月１－２－２４ 044-430-1233 

つちや内科・循環器内科 〒211-0053川崎市中原区上小田中５－２－７クレシア武蔵中原１Ｆ 044-750-2505 

医療法人社団栄輝会　中橋メディカルクリニック 〒211-0015川崎市中原区北谷町５１－９ 044-555-5553 

小杉内科ファミリークリニック 〒211-0012川崎市中原区中丸子１３－２１ＬＲＯＣＫＳ２Ｆ 044-789-5444  

むらた内科クリニック 〒211-0063川崎市中原区小杉町３－１５０１セントア武蔵小杉Ａ棟１Ｆ 044-733-0707 

武蔵中原まちいクリニック 〒211-0053川崎市中原区上小田中６－２３－１０小川ビル１Ｆ 044-739-8010  



名称 医療機関所在地 電話番号

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院分院 〒213-0015川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 044-877-5111

医療法人社団　輔仁会　片倉病院 〒213-0014川崎市高津区新作４－１１－１６ 044-866-2151 

川崎医療生活協同組合　久地診療所 〒213-0032川崎市高津区久地４－１９－８ 044-811-7771 

梶ケ谷クリニック 〒213-0013川崎市高津区末長１－２３－１７ 044-877-0608

内田内科 〒213-0032川崎市高津区久地４－２４－３０　グリーンスクウェア００２号 044-833-0140 

医療法人社団　慶愛会　あおば内科クリニック 〒213-0015川崎市高津区梶ケ谷６－２－８ 044-865-8855  

はじかの医院 〒213-0005川崎市高津区北見方３－６－３５ 044-833-3033

つるや内科クリニック 〒213-0011川崎市高津区久本１－６－５ 044-871-0814 

医療法人社団　彩新会　ＫＳＰクリニック 〒213-0012川崎市高津区坂戸３－２－１ＫＳＰ西５０３号 044-829-1153 

一般財団法人　京浜保健衛生協会診療所 〒213-0034川崎市高津区上作延８１１－１ 044-330-4567 

たかぎ内科クリニック 〒213-0011川崎市高津区久本３－１４－１－１Ｆ 044-829-1002 

医療法人社団Ｏｎｅ‐ｆｏｒ‐ａｌｌ　そめや内科クリニック 〒213-0013川崎市高津区末長１－４５－１秋本ビル１Ｆ 044-712-3366 

二子クリニック 〒213-0002川崎市高津区二子１－１１－１５ 044-812-1717  

しまむらクリニック 〒213-0023川崎市高津区子母口４９７－２子母口クリニックモール１Ｆ 044-788-0008  

はっとりファミリークリニック 〒213-0005川崎市高津区北見方２－１６－１高津ゆうあいメディカルモール１Ｆ 044-455-7341  

溝の口慶友クリニック 〒213-0011川崎市高津区久本３－１－３１ユーランド溝ノ口ビル４Ｆ 044-850-8080 

土屋医院 〒214-0036川崎市多摩区南生田１－１２－２ 044-953-2636 

土井医院 〒214-0008川崎市多摩区菅北浦４－１１－２５ 044-945-7155

中野島北口コガワクリニック 〒214-0012川崎市多摩区中野島６－２６－２Ｆ＆Ｆハイム２Ｆ 044-934-6872 

医療法人　徳真会　西村クリニック 〒214-0001川崎市多摩区菅２－４－２サニーサイド２０２ 044-944-2260 

川崎市立多摩病院 〒214-8525川崎市多摩区宿河原１－３０－３７ 044-933-8111 

大倉消化器科外科クリニック 〒214-0006川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 044-969-7017  

豊栄会　稲田堤メディカルクリニック 〒214-0001川崎市多摩区菅２－１５－５ 044-945-0160 

てづか内科・循環器クリニック 〒214-0001川崎市多摩区菅１－５－１２エピドール稲田堤１Ａ 044-281-3266

コハル内科 〒214-0001川崎市多摩区菅４－１－１コントライ１０１ 044-949-1555

多摩クリニック 〒214-0011川崎市多摩区布田２－２４ 044-944-2558 

医療法人社団　聖桜会　須田メディカルクリニック 〒214-0036川崎市多摩区南生田４－２０－２ 044-969-1211 

医療法人社団家族の森　多摩ファミリークリニック 〒214-0013川崎市多摩区登戸新町３３７エニービル１Ｆ 044-930-5556 

向ヶ丘胃腸・肛門クリニック 〒214-0014川崎市多摩区登戸２６６２－１プラザ向ヶ丘遊園３Ｆ 044-911-0407 

稲田堤駅前脳神経外科内科クリニック 〒214-0003川崎市多摩区菅稲田堤１－１７－２８－２０１ 044-712-3667 

読売ランド前すわクリニック 〒214-0037川崎市多摩区西生田１－８－１－１０２ 044-712-5938  

医療法人社団神天会　登戸内科・脳神経クリニック 〒214-0013川崎市多摩区登戸新町４３４ 044-930-1050 

かえでファミリークリニック 〒214-0023川崎市多摩区長尾５－２－２　グランドソレイユ１０１ 044-930-0330  

聖マリアンナ医科大学病院 〒216-8511川崎市宮前区菅生２－１６－１ 044-977-8111

好生堂医院 〒216-0001川崎市宮前区野川９６３ 044-766-7539

大野医院 〒216-0035川崎市宮前区馬絹１７４５ 044-866-6259

原クリニック 〒216-0004川崎市宮前区鷺沼４－１０－５ 044-854-9133

医療法人社団　昌慶会　小野田医院 〒216-0035川崎市宮前区馬絹５２６－７第一ケーエービル１Ｆ，２Ｆ 044-854-8821 

かねこクリニック 〒216-0035川崎市宮前区馬絹１１７２－２メゾーネ宮崎台１０１ 044-854-1611 

菅野耳鼻咽喉科 〒216-0002川崎市宮前区東有馬３－５－２９ＫＵＭＡＮＯビル１Ｆ 044-852-8733 

村上循環器科内科皮膚科 〒216-0001川崎市宮前区野川３０００ 044-788-8586 

北部市場クリニック 〒216-0012川崎市宮前区水沢１－１－１川崎市中央卸売市場北部市場管理棟内 044-975-2810 

たかはしクリニック 〒216-0033川崎市宮前区宮崎２－１３－１ドンジョン宮崎台１Ｆ 044-860-1555 

神奈川ひまわりクリニック 〒216-0006川崎市宮前区宮前平３－３－２６ 044-853-7001 

馬目整形外科・内科クリニック 〒216-0001川崎市宮前区野川１２２ 044-741-3601 

鎌田クリニック 〒216-0022川崎市宮前区平２－１１－３　ＹＯＵビル１０２号 044-870-8081  

鷺沼診療所 〒216-0003川崎市宮前区有馬１－２２－１６ 044-855-9977 

おおば内科クリニック 〒216-0005川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥーエ・アコルデ２０４号室 044-870-0871

本村医院 〒216-0002川崎市宮前区東有馬５－２４－１サンパルエ１Ｆ 044-870-0233 

みやびクリニック 〒216-0024川崎市宮前区南平台３－１７近藤ビル１Ｆ 044-978-1765 

風の道クリニック 〒216-0001川崎市宮前区野川３１３４－５ 044-754-1733 

本田医院 〒216-0025川崎市宮前区白幡台１－７－８ 044-975-3455

くりう内科クリニック 〒216-0032川崎市宮前区神木２－２－１　宮崎台メディカルプラザＡ棟２Ｆ 044-862-7272 

おおたけファミリークリニック 〒216-0022川崎市宮前区平１－１－４平橋クリニックガーデン２Ｆ 044-862-6225 

宮前平内科クリニック 〒216-0006川崎市宮前区宮前平２－１５－２第二マルテイビル 044-860-4119 

鎌田クリニック南平台 〒216-0024川崎市宮前区南平台３－３０ 044-750-9493 

本田医院 〒216-0004川崎市宮前区鷺沼１－１０－１１ 044-750-0557 

医療法人社団晃進会　たま日吉台病院 〒215-0013川崎市麻生区王禅寺１１０５ 044-955-8220

医療法人社団　新百合ヶ丘龍クリニック 〒215-0026川崎市麻生区古沢７－１ 044-955-7231 

伊奈クリニック 〒215-0024川崎市麻生区白鳥３－５－１　シャンテ１階１０３ 044-988-1401

医療法人社団　新ゆり整形外科 〒215-0021川崎市麻生区上麻生１－３－５ 044-955-1154

川崎医療生活協同組合あさお診療所 〒215-0021川崎市麻生区上麻生２－１－１０ 044-951-3940

医療法人社団　総生会　麻生リハビリ総合病院 〒215-0021川崎市麻生区上麻生６－２３－５０ 044-981-6878 

医療法人社団　健伸会　さくらクリニック 〒215-0004川崎市麻生区万福寺３－２－１ 044-959-1051 

はるひ野内科クリニック 〒215-0036川崎市麻生区はるひ野４－４－１はるひ野メディカルヴィレッジＡ棟－１Ｆ 044-981-0733  

池内クリニック 〒215-0031川崎市麻生区栗平２－１－６ 044-981-3330 

ユミカ内科小児科ファミリークリニック 〒215-0021川崎市麻生区上麻生５－４０－１鈴木ビル１階 044-981-0227 

新百合山手　福本内科 〒215-0004川崎市麻生区万福寺６－７－２メディカルモリノビル２Ｆ 044-955-8877

新ゆり内科 〒215-0017川崎市麻生区王禅寺西４－３－８ 044-969-3001  

医療法人社団　晃進会　川崎みどりの病院 〒215-0013川崎市麻生区王禅寺字五郎谷１１４２ 044-955-1611  

医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院 〒215-0026川崎市麻生区古沢字都古２５５ 044-322-9991 

きむら内科クリニック 〒215-0023川崎市麻生区片平５－２４－１５ 044-981-6617  

渡辺クリニック 〒215-0021川崎市麻生区上麻生７－２２－１１ 044-986-1001 

医療法人社団充和会　たくこどもクリニック 〒215-0021川崎市麻生区上麻生５－６－１８泰平ビル柿生２０１ 044-322-0380 

新百合ヶ丘石田クリニック 〒215-0021川崎市麻生区上麻生１－５－２　小田急新百合ヶ丘ビル４Ｆ 044-959-3105  

百合が丘すみれクリニック 〒215-0001川崎市麻生区細山２－８－７ 044-966-2538 
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