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平成24年4月1日現在

名称 住所 電話

総合相模更生病院 相模原市中央区小山３４２９ 042-752-1808

おち耳鼻咽喉科 相模原市中央区相模原１－１－１９　相模原ｉｔ′ｓ２０１ 042-730-7181

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

馬場内科クリニック 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

相模原クリニック 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 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 相模原市中央区上溝３１７５－１ 042-759-7070

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

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

牛尾内科 相模原市中央区共和１－３－４０　エステート共和　Ａ号室 042-786-4620

小野内科医院 相模原市中央区田名３１９８－３ 042-760-1180

半沢クリニック 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

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

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

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

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

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

遠藤クリニック 相模原市中央区由野台１－２３－７ 042-753-0807

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

神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同
病院

相模原市緑区橋本２－８－１８ 042-772-4291

しなだ呼吸器循環器クリニック 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

はまくぼクリニック 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

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

津久井赤十字病院 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 相模原市緑区鳥屋１１６２－１ 042-785-0055

広瀬病院 相模原市緑区久保沢２－３－１６ 042-782-3021

ひらお耳鼻咽喉科 相模原市緑区下九沢１９１２－１ 042-764-4187

相模原市立千木良診療所 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 相模原市緑区青野原２０１５－２ 042-787-0004

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

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

医療法人社団　緑寿会　小林内科クリニック 相模原市南区相模大野５－２７－２８ 042-741-3943

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

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

医療法人社団　武田クリニック　パークスクエ
ア

相模原市南区相模大野７－３５－１－１０３ 042-743-1024

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

佐藤医院 相模原市南区若松４－１７－１８ 042-743-3152

博愛医院 相模原市南区南台３－１２－１５ 042-743-7247

禁煙治療に医療保険が適用される医療機関の一覧表
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名称 住所 電話

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

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

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

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

佃医院 相模原市南区上鶴間５－４－１２ 042-742-5464

東大沼内科クリニック 相模原市南区東大沼１－１２－４３ 042-767-0170

荘加医院 相模原市南区新磯野３－３２－９ 046-254-5010

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院 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 横須賀市若松町３－１０ 046-822-0978

住友重機械健康保険組合　浦賀病院 横須賀市西浦賀１－１１－１ 046-841-0922

横須賀市立市民病院 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 横須賀市鷹取１－１－１ 046-865-4105

湘南内科医院 横須賀市日の出町１－７ 046-822-1034

三上医院 横須賀市安浦町２－２ 046-822-0750

ナーブ・ケア・クリニック 横須賀市安浦町２－１９ 046-824-7638

湘南長沢医院 横須賀市グリーンハイツ３－８ 046-849-4114

月山内科クリニック 横須賀市追浜本町１－２３－６ 046-865-0018

工藤内科クリニック 横須賀市追浜東町３－４２ 046-865-1212

遠藤胃腸科外科 横須賀市野比１－１７－１ 046-848-9122

大畑医院 横須賀市坂本町４－５ 046-822-1419

小磯診療所 横須賀市鴨居２－８０－９ 046-842-9571

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

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

村岡クリニック 横須賀市根岸町２－２２－８ 046-833-2228

稲田内科 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 横須賀市三春町３－２４－６－１Ｆ 046-828-5000

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

小倉医院 横須賀市津久井２－１７－２１ 046-848-0290

愛加那クリニック 横須賀市津久井４－２２－２ 046-839-2501

野村内科クリニック 横須賀市林１－２３－６ 046-858-1371

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

石橋クリニック 横須賀市池田町５－８－１１　高橋ビル２Ｆ 046-837-3233

横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町２－３６ 046-823-2630

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

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

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

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

めぐみケアクリニック 横須賀市久里浜１－１１－７ 046-837-3341

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

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

すばるメディカルクリニック 横須賀市大滝町１－９品川ビル５Ｆ 046-828-5633
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とづか内科クリニック 横須賀市大津町１－１２－２２ 046-830-3075

はやし内科クリニック 横須賀市大津町１－１６－７ 046-830-5517

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

ウェルシティ若松クリニック 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

ながいクリニック 横須賀市長井３－３３－１ 046-827-7323

さとう内科・呼吸器科クリニック 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

今井ウイメンズクリニック 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 横須賀市長沢１－３３－７　ルビエ－ヌＢ　１Ｆ 046-848-8858

三輪医院 横須賀市鶴が丘２－３－２ 046-822-7045

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

神奈川歯科大学附属病院 横須賀市稲岡町８２ 046-822-8810

酒井医院 藤沢市辻堂１－１０－１９ 0466-36-8076

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

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

坂本眼科湘南クリニック 藤沢市辻堂太平台１－３－２ 0466-35-0211

山田医院 藤沢市辻堂西海岸２－１０－６ 0466-36-1762

湘南柄沢クリニック 藤沢市柄沢４２１－２ 0466-23-5018

石原医院 藤沢市高倉３９６－３ 0466-44-3627

山口クリニック 藤沢市高倉２３３２－１ 0466-41-0333

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

とやま産婦人科医院 藤沢市南藤沢１８－３ 0466-22-1103

後藤内科医院 藤沢市藤沢１－３－５ 0466-22-3113

ほしの内科クリニック 藤沢市藤沢２－１－１８ 0466-29-0320

湘南中村クリニック 藤沢市藤沢３１－２ 0466-55-3450

長谷内科医院 藤沢市藤沢２２９ 0466-22-2681

山川医院 藤沢市藤沢５４１ 0466-22-2983

金子医院 藤沢市藤沢５４５ 0466-22-9713

近藤内科医院 藤沢市藤沢１０２７－９ 0466-25-8280

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

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

湘南斉藤クリニック 藤沢市鵠沼石上２－１４－９ 0466-22-4114

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

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

善行クリニック 藤沢市善行６－１６－２１ 0466-81-8511

善行団地石川医院 藤沢市善行団地３－１６－１ 0466-82-1377

神里内科クリニック 藤沢市鵠沼橘１－１７－１３ 0466-22-2706

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

クローバーホスピタル 藤沢市鵠沼石上３－３－６ 0466-22-7111

関野内科医院 藤沢市亀井野１－２１－１２ 0466-81-5615

湘南ＩＶＦクリニック 藤沢市湘南台１－６－３　ハイコート湘南３Ｆ 0466-41-0331

医療法人山崎耳鼻咽喉科 藤沢市湘南台１－１２－１　Ｇ．Ｃ．ＳＨＯＮＡＮＤＡＩ６階 0466-46-1033
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ふじもとクリニック 藤沢市湘南台２－４－６　ＮＯＷＡＢＩＬＤⅡ４Ｆ 0466-45-8558

すが内科クリニック 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　誠翔会　中沢内科医院 藤沢市湘南台２－１８－３ 0466-43-0160

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

湘南台宮治クリニック 藤沢市石川６－２１－１０ 0466-86-6366

やまだ内科クリニック 藤沢市片瀬山２－７－５ 0466-26-3662

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

佐川内科 藤沢市片瀬３－１６－６ 0466-27-4188

医療法人社団　実正会　のぐち内科江ノ島クリ
ニック

藤沢市片瀬海岸１－３－１７　ダイヤモンドスクエア片瀬江ノ島１階 0466-55-3811

窪島医院 藤沢市遠藤４４５ 0466-87-3002

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

ぬまた内科呼吸器科 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

湘南中央病院 藤沢市羽鳥１－３－４３ 0466-36-8151

丸山医院 藤沢市羽鳥２－２－２６ 0466-36-8709

佐藤内科医院 平塚市追分３－４ 0463-31-0469

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

鈴木外科内科医院 平塚市南豊田２１ 0463-31-1543

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

内科胃腸科瀬戸医院 平塚市松風町２１－３２ 0463-21-3425

なす医院 平塚市御殿１－５－１０ 0463-32-4838

やまうち内科クリニック 平塚市御殿１－３１－１１ 0463-32-1311

二瓶内科・胃腸科医院 平塚市徳延１７５－２ 0463-31-3467

クリニック斎藤 平塚市徳延５７２－１－２Ｆ 0463-37-5525

菊池内科クリニック 平塚市東真土４－１９－１ 0463-54-7360

宮尾内科クリニック 平塚市入野１４３ 046-337-3360

藤多パークサイドクリニック小児科・アレル
ギー科

平塚市大原３－３０ 0463-30-3117

堀江医院 平塚市中里２１－６ 0463-31-2217

湘南真田クリニック 平塚市真田２－６－２７ 0463-50-3400

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

みずきクリニック 平塚市中原２－１５－２ 0463-73-8124

社会福祉法人恩賜財団済生会　平塚病院 平塚市立野町３７－１ 0463-31-0520

医療生協かながわ生活協同組合　深沢中央診療
所

鎌倉市手広１－９－３１ 0467-31-7284

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

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

医療法人社団　長洲クリニック 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 鎌倉市大船１－２６－２７　日生大船ビル１階 0467-43-5556

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

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

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

じんの内科クリニック 鎌倉市由比ガ浜３－１１－３９　福地ビル１Ｆ 0467-60-4866
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医療法人社団　湘南友和会　さとうクリニック 鎌倉市台５－８－２９　いけだビル２０３ 0467-43-5220

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

立山クリニック 鎌倉市小袋谷１－２－２　湘英ビル１Ｆ・２Ｆ 0467-43-5733

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

若宮大路鎌倉メンタルクリニック 鎌倉市雪ノ下１－９－２１　トウセン鎌倉ビル３Ｆ 050-37343855

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

医療法人　沖縄徳洲会　湘南かまくらクリニッ
ク

鎌倉市山崎１２０２－１ 0467-43-1717

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

遠藤内科クリニック 鎌倉市笛田４－５－１ 0467-32-5344

医療法人社団　温知会　間中病院 小田原市本町４－１－２６ 0465-23-3111

小田原市立病院 小田原市久野４６ 0465-34-3175

菱木医院 小田原市栢山２８２３－４ 0465-36-3222

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

小田原市浜町３－１１－５ 0465-24-0188

螢田診療所 小田原市蓮正寺３１０ 0465-36-3230

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

川邊小児科内科医院 小田原市酒匂５－１３－３８ 0465-47-2351

小島クリニック 小田原市西酒匂３－４－９ 0465-46-1267

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

医療法人　高見澤クリニック 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

小田原市堀之内２５３－１ 0465-39-1193

清水内科クリニック 小田原市寿町２－７－６ 0465-35-3500

マナクリニック 小田原市永塚５ 0465-41-3001

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

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

岡宮産婦人科医院 小田原市栄町３－１０－１９ 0465-22-4481

石井呼吸器科内科医院 小田原市飯泉６５ 0465-48-4159

医療法人明泉会　浜見平診療所 茅ヶ崎市浜見平１０－３－２ 0467-82-0727

鶴が台菅原医院 茅ヶ崎市鶴が台１０－７－１０３ 0467-52-3275

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

医療法人徳洲会　茅ケ崎徳洲会総合病院 茅ケ崎市幸町１４－１ 0467-85-1122

松が丘内科クリニック 茅ヶ崎市松ヶ丘２－８－２０ 0467-87-0363

高橋医院 茅ケ崎市十間坂１－２－１６ 0467-82-2231

大野クリニック 茅ケ崎市緑が浜４－２９ 0467-88-0330

池原内科クリニック 茅ヶ崎市茅ヶ崎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 茅ケ崎市菱沼１－４－１１ 0467-55-0201

湘南東部クリニック 茅ケ崎市西久保１１７ 0467-84-6882

加藤医院 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５２ 0467-82-2602

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

茅ケ崎外科医院 茅ヶ崎市中海岸３－８－４３ 0467-83-2451

野村消化器内科 茅ケ崎市富士見町１５－１ 0467-84-3987
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やまもと内科クリニック 茅ヶ崎市みずき２－８－１ 0467-40-4976

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

林糖尿病内科クリニック 茅ヶ崎市新栄町３－２　Ａｂｅａｓａ　Ｍｅｄｉｃａｌ２Ｆ 0467-84-0884

茅ヶ崎信愛クリニック 茅ヶ崎市新栄町５－８ 0467-82-2554

共恵内科クリニック 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 茅ケ崎市松林２－５－３０ 0467-55-2325

湘南みわクリニック 茅ケ崎市本村４－２２－２５ 0467-50-1611

ハイランドクリニック 逗子市久木８－１３－３０ 0468-71-9420

逗葉内科クリニック 逗子市桜山６－１－２３ 0468-71-2548

秋間医院 逗子市桜山８－５－１３ 0468-71-2707

湘南内科ぺインクリニック 逗子市逗子５－６－１８ 046-872-2611

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

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

せりかわ内科クリニック 三浦市南下浦町上宮田３２５７－５ 046-887-1666

三崎口つばさクリニック 三浦市初声町下宮田６０１－６ 046-888-4511

医療法人　丹沢病院 秦野市堀山下５５７ 0463-88-2455

竹内外科脳外科 秦野市鶴巻南４－２３－１４ 0463-77-2617

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

高岡外科脳外科 秦野市渋沢２－３－１８ 0463-88-6868

島田内科医院 秦野市曽屋１１９１－３ 0463-81-2005

医療法人社団　仁輪会　くず葉台病院附属南口
診療所

秦野市尾尻９４０－５　ハイブリッジⅡ－２Ｆ 0463-84-3737

医療法人　亀崎医院 秦野市入船町２－８ 0463-81-0056

医療法人　鈴成会　鈴木クリニック 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 秦野市北矢名１３０９－１　ハレクラニ１Ｆ 0463-73-8231

高橋内科 厚木市酒井２５３７ 046-223-0188

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

厚木市七沢５１６ 046-249-2503

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

とうめい厚木クリニック 厚木市船子２３７ 046-229-3377

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

光ヶ丘医院 厚木市恩名２－２３－２６ 046-221-1811

妻田内科クリニック 厚木市妻田西３－１７－８ 046-223-3121

厚木胃腸科医院 厚木市妻田南１－１６－３６ 046-223-1155

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

笹生循環器クリニック 厚木市旭町５－４７－１ 046-227-1919

林医院 厚木市下荻野４２１ 046-241-1205

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

池田クリニック 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 厚木市中町４－１０－２　ハラダ中町ビル１Ｆ 046-221-4114

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

小児科内科落合医院 厚木市温水１０１６ 046-247-1577
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松田内科クリニック 厚木市飯山２１１９－７　クラウドⅠ　１Ｆ 046-243-5225

梶浦医院 厚木市飯山３６０１ 046-241-1932

かすやクリニック 厚木市上依知３００２ 046-284-1266

鈴木内科クリニック 厚木市林３－６－３８ 046-297-3131

くすはら内科クリニック 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

大和外科内科クリニック 大和市下鶴間７０４－６ 046-274-1767

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

成和クリニック 大和市西鶴間５－３４８８－７ 046-264-3911

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

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

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

エイトクリニック 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 大和市深見台３－５－２８ 046-263-6661

若葉クリニック 大和市中央１－７－２１ 046-265-6224

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

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

南大和クリニック 大和市下和田９４０－１ 046-268-5999

南大和病院 大和市下和田１３３１－２ 046-269-2411

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

石川クリニック 大和市中央林間５－５－３２ 046-274-4746

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

医療法人社団三栄会　中央林間病院 大和市中央林間４－１４－１８ 046-275-0110

望月耳鼻咽喉科 大和市中央林間４－２０－４ 046-271-3387

田口クリニック 大和市南林間７－２５－６ 046-275-3830

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

たなかクリニック 大和市桜森３－７－１８ 046-200-3322

神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同
病院

伊勢原市桜台２－１７－１ 0463-94-2111

坂間医院 伊勢原市神戸５３８ 0463-95-0068

伊勢原石田内科クリニック 伊勢原市高森１３２５ 0463-92-6771

ひまわりクリニック 伊勢原市石田２２４－１１ 0463-90-2203

医療法人社団　武田クリニック 伊勢原市伊勢原１－１６－８ 0463-96-1024

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

梶山内科クリニック 伊勢原市伊勢原３－１６－２ 0463-97-2882

三宅胃腸科外科 海老名市上郷６６９－２ 0462-33-2555

社会医療法人　ジャパンメディカルアライアン
ス　海老名総合病院附属海老名メディカルサ
ポートセンター

海老名市河原口１５１９ 046-235-1311

宍戸医院 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 海老名市本郷２２０９－２ 046-238-6246

かしわ台クリニック 海老名市柏ケ谷１０５２－２　かしわ台クリスタルプラザ１０１ 046-234-9028

海老名呼吸器科クリニック 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 海老名市中央３－３－１８　中村第一ビル１－Ａ 046-233-1313
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のざわ小児科内科医院 海老名市杉久保北４－１３－１４ 0462-38-9957

医療法人社団　浅利クリニック 座間市座間２－２３６－４ 0462-55-8611

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

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

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

大内病院 南足柄市中沼５９４－１ 0465-74-1515

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

南足柄市狩野６８１ 0465-73-7480

こうの内科クリニック 南足柄市岩原１８０－１ 0465-73-2218

菅原医院 綾瀬市小園南１－１１－１３ 0467-77-0885

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

医療法人社団　慈広会　矢崎病院 綾瀬市上土棚中１－１－１６ 0467-76-6211

神部医院 高座郡寒川町宮山３０３５ 0467-74-5000

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

医療法人　徳洲会　寒川岡田クリニック 高座郡寒川町岡田６－１０－２０ 0467-74-0052

さむかわ富田クリニック 高座郡寒川町一之宮２－２３－１１ 0467-72-5777

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

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

簑島医院 中郡大磯町国府新宿４０２ 0463-71-0184

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

住田医院 中郡二宮町二宮１２２－８ 0463-71-0179

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

松元医院 足柄上郡開成町吉田島４０８ 0465-82-0845

岡部医院 足柄上郡開成町吉田島２８１９ 0465-82-5569

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

元箱根木村医院 足柄下郡箱根町元箱根６３ 0460-85-1117

医療法人社団　山口外科医院 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 足柄下郡湯河原町中央１－２２－７ 0465-60-0788

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

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

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

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

山田内科医院 足柄上郡松田町松田庶子１５４３－１ 0465-83-0061

八木クリニック 愛甲郡愛川町半原２７２４－１ 046-280-1888

神奈川県立煤ケ谷診療所 愛甲郡清川村煤ケ谷１７０６ 0462-88-1352
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