
令和４年度特定健康診査等を受診できる医療機関について

問合せ先

公立学校共済組合神奈川支部

健康福利グループ 特定健康診査等担当

電話 ０４５－２１０－８１６８

神奈川県外での受診を希望する方は、公立学校共済組合本部のホームペー

ジに全国の特定健康診査等が受診可能な医療機関の一覧を掲載しています。

公立学校共済組合

公立学校共済組合ホームページ＞組合員向け手続き＞特定健康診査・特定保

健指導の手続き をご覧ください。

（https://www.kouritu.or.jp/tetsuduki/tokutei_shibuichiran/index.html）

各都道府県支部のホームページに掲載されている医療機関では、当該支部

の組合員または被扶養者しか受診できないことがありますのでご注意ください。

公立学校共済組合神奈川支部の特定健康診査等は、次表の神奈川県内の医療機関

で受診することができます。

公立学校共済組合の直営病院（関東中央病院 03-3429-1171 ほか全国７か所）でも受

診することができます。

特定健康診査等の受診には予約が必要です。必ず事前に受診を希望する医療機関

に電話をして、公立学校共済組合神奈川支部の特定健康診査等を受診したい旨を告げ

て予約を行ってください。

次表に記載のある医療機関でも、医療機関の都合により受診できない場合があります

のでご注意ください。

なお、特定健康診査の結果、特定保健指導が必要と判定された場合は、健診当日に

特定保健指導の利用が可能となります。（●印は、当日保健指導可能医療機関です。）

受診期限は令和４年12月31日まで
予約の際は特定健康診査受診券（セット券）と組合員証また

は被扶養者証（保険証）をお手元において電話されるとス

ムーズです。

受診当日には、特定健康診査受診券（セット券）と組合員証または被扶

養者証（保険証）が必要ですので忘れないようご注意ください。
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)桜英会さくら診療所 横浜市鶴見区矢向5-4-34 045-581-6070

(医)南武ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区矢向4-7-21-401 045-571-8806

(公財)横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 横浜市鶴見区矢向1-6-20 045-574-1011

安藤内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区矢向5-5-15 045-573-3651

神内科 横浜市鶴見区矢向5-9-23 健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F 045-580-2233

須田診療所 横浜市鶴見区矢向4-33-10 045-574-2021

林医院 横浜市鶴見区矢向2-14-7 045-575-2116

佐藤医院 横浜市鶴見区江ｹ崎町12-19 045-571-4893

(医)育成社佐々木病院 横浜市鶴見区下末吉1-13-8 045-581-3123

(医)かがやき小菅医院 横浜市鶴見区下末吉1-21-22 045-571-4356

(医)健志会つるみｸﾛｰﾊﾞｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区下末吉6-3-25 ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ三ﾂ池公園102 045-572-1900

(医)朋山会山田医院 横浜市鶴見区寺谷1-3-2 山田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1FA号 045-581-3387

橋爪医院 横浜市鶴見区寺谷2-13-7 045-581-3064

橋本ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区寺谷2-6-16 045-581-7700

北台診療所 横浜市鶴見区東寺尾北台7-8 045-581-2144

平和病院 横浜市鶴見区東寺尾中台29-1 045-581-2211

つるとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区市場東中町8-21-2 045-834-8660

(医)慶進会慶宮医院 横浜市鶴見区市場西中町2-2 045-501-5361

(医)畑医院 横浜市鶴見区市場西中町6-23 045-501-2019

(医)芝山内科 横浜市鶴見区市場大和町4-28 045-501-4379

(医)崇英会冨士見ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区市場富士見町8-8 045-511-0243

(医)優希会はしづめｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区平安町1-36-2 045-500-2133

きむら記念ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区向井町3-76-10 045-501-7400

(医)北ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区栄町通3-35-10 045-501-8575

森山病院 横浜市鶴見区潮田町3-145-4 045-501-1479

渡辺医院 横浜市鶴見区潮田町3-133-2 045-501-6457

(医)鹿浜会稲森医院 横浜市鶴見区仲通1-58-7-1F 045-501-3537

(医)協友会横浜鶴見ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 横浜市鶴見区下野谷町4-145-1 045-503-2000

(公財)横浜勤労者福祉協会うしおだ診療所 横浜市鶴見区本町通1-16-1 045-521-5147

蘇内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区本町通1-6 045-508-1871

(医)秋陽記念会あしほ総合ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央3-10 045-508-3611

(医)健人会鶴見中央ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央3-1-27 ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾏﾝｼｮﾝ105 045-506-5554

(医)友輝会ひのわｸﾘﾆｯｸ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央5-14-25 ｴﾐﾈﾝｽ富士小堀ﾋﾞﾙ1F 045-717-8321

(医)渡部ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央3-19-11 045-506-3657

早苗ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央4-1-3 矢上屋ﾋﾞﾙ4F 045-501-1070

鶴見循環器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10 ﾍﾞﾙｽ･ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ1F 045-508-5781

横浜市鶴見区

特定健康診査等実施機関一覧表（公立学校共済組合神奈川支部）令和４年５月現在
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

鶴見東口やはらｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央1-19-4 045-642-3710

さなだ医院 横浜市鶴見区鶴見中央4-2-3 045-501-1117

川口ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区鶴見中央1-15-15-101 045-508-0089

(医)真善会石井医院 横浜市鶴見区生麦5-8-44 045-501-5531

生麦病院 横浜市鶴見区生麦1-14-21 045-521-1191

(医)新東京石心会さいわい鶴見病院 横浜市鶴見区豊岡町21-1 045-581-6791

(医)内科小児科前広医院 横浜市鶴見区豊岡町10-7 045-571-2333

(医)福寿会福田記念本宮眼科内科医院 横浜市鶴見区豊岡町17-19 大倉ﾋﾞﾙ2F 045-581-4489

くらた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区豊岡町2-3 豊岡ﾌｰｶﾞ3ﾋﾞﾙ505 045-576-3370

宮下ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区豊岡町3-17 朝日生命ﾋﾞﾙ4F 045-580-1231

矢野医院 横浜市鶴見区豊岡町13-36 045-583-5281

鶴見駅前ﾘｳﾏﾁ･内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区豊岡町17-2 互省ﾋﾞﾙ2F 045-716-6533

鶴見西口更年期ﾘｳﾏﾁ科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区豊岡町2-2 鶴見ﾌｰｶﾞ2 311 045-582-5610

(医)銀杏会小出内科･胃腸科 横浜市鶴見区鶴見1-11-17 ﾍﾞﾙｼｬﾑTOK1F 045-584-8733

(医)望星会鶴見西口病院 横浜市鶴見区鶴見1-12-31 045-581-2573

恵愛内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区駒岡3-18-5 ﾒｿﾞﾝﾕｳﾕｳ1F 045-834-7339

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

(財)横浜勤労者福祉協会梶山診療所 横浜市鶴見区上末吉5-22-16 045-582-0123

(医)宮川医院 横浜市鶴見区北寺尾6-7-19 045-585-5505

(医)一灯会ｸﾘﾆｯｸ寺尾 横浜市鶴見区馬場4-40-12 045-571-0792

(医)古賀ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区馬場7-30-1 045-582-0261

(医)康心会ふれあい鶴見ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 横浜市鶴見区東寺尾4-4-22 045-586-1717

飯山医院 横浜市鶴見区東寺尾5-3-12 045-582-9755

(医)優輝会こばやし内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区東寺尾1-3-12 045-834-8735

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

(医)天野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区岸谷1-17-7 045-581-0082

(医)悠仁会ほほえみ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市鶴見区岸谷1-22-22 ﾙﾐｴｰﾙ大谷1F 045-580-0030

(医)にわﾒﾃﾞｨｶﾙにわﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区西寺尾1-28-1 045-401-1237

神之木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区西寺尾3-25-19 ﾗｸﾗｯｾ西寺尾4F 045-435-0113

原医院 横浜市神奈川区西寺尾2-24-2 045-435-3199

(医)ときわ会たかつか内科医院 横浜市神奈川区大口通69-8 045-432-8382

(医)緑心会くにひろｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区大口通56-5 大口ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F 045-432-8877

大口さいとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区大口通30-5 鈴鹿ﾋﾞﾙ2F 045-431-7177

小野医院 横浜市神奈川区大口通138-8 大口ﾍﾞｲｺｰﾄⅡ201 045-439-4077

中村医院 横浜市神奈川区大口通135-14 045-401-3140

大口公園ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区大口仲町15-2 045-642-7249

(医)賢興会ｵﾙﾄ横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区新子安1-2-4 ｵﾙﾄﾖｺﾊﾏﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ1F 045-438-0610

横浜市神奈川区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

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

ｱｰﾁｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区新子安1-33-15 ｸﾞﾘｼｰﾇ横浜201 045-718-6588

(医)大恵会仁恵病院 横浜市神奈川区新子安1-22-12 045-431-2020

(医)慈啓会大口東総合病院 横浜市神奈川区入江2-19-1 045-401-2411

(医)翠洋会長谷川医院 横浜市神奈川区神之木町9-6 045-431-1020

(医)俊陽会古川病院 横浜市神奈川区子安通2-286 045-441-3366

杉田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区浦島町4-1 045-450-5550

(公財)柿葉会神奈川診療所 横浜市神奈川区新町15-6 045-441-0225

さくまﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区新町21-8 新町第1京急ﾋﾞﾙ2F 045-440-2855

たむら内科ｸﾘﾆｯｸ東神奈川 横浜市神奈川区東神奈川1-10-1-1階 045-441-0011

なかきどｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区神奈川本町10-4-101 045-453-1553

井関医院 横浜市神奈川区栄町6-1 ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾛｱ弐番館1F 045-451-6864

(医)HKN横浜ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ中崎ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区大野町1-25 ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ3F 045-450-7730

● (医)善仁会横浜東口ﾍﾙﾁｪｯｸｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区金港町6-20 0570-012-489

(医)相和会横浜ｿｰﾜｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区金港町3-1 ｺﾝｶｰﾄﾞ横浜20F 045-461-1616

神奈川県勤労者医療生活協同組合港町診療所 横浜市神奈川区金港町7-6 港湾労働者福祉ｾﾝﾀｰ内 045-453-3673

あびこ消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区青木町6-15 045-441-7701

今井医院 横浜市神奈川区青木町5-12 045-441-2666

おおぐり医院 横浜市神奈川区七島町127-9 045-430-1105

末永ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区七島町128 045-401-1520

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

(医)医積会ｺｼ産婦人科医院 横浜市神奈川区白楽71-8 045-432-2525

(医)中村医院 横浜市神奈川区白楽121 045-432-1080

天野医院 横浜市神奈川区白幡仲町3-34 045-433-2323

Myｸﾘﾆｯｸあらき医院 横浜市神奈川区白幡仲町47-25 045-642-6411

(医)若梅会さかきばらｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区白幡向町6-29 045-435-1961

(医)ゆうま会神大寺ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区神大寺1-11-12 ｺｽﾓ佐野1F 045-548-5166

横浜かんだいじﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区神大寺1-13-46 神大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ 045-491-2020

(医)朝日会朝日内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区六角橋1-6-14 白楽ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F 045-439-3788

(医)清貴会斎田医院 横浜市神奈川区六角橋1-4-3 045-432-2251

Myｸﾘﾆｯｸ神戸医院 横浜市神奈川区六角橋4-1-1 045-491-0137

(医)若倉診療所 横浜市神奈川区六角橋6-30-17 NSﾋﾞﾙ3F 045-491-0567

藤江医院 横浜市神奈川区平川町26-2 045-491-8578

(医)村瀬ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区西神奈川1-12-7 東神奈川ｲｰｽﾄｱｰｸﾋﾞﾙ1F 045-320-3306

西神奈川ﾍﾙｽｹｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区西神奈川2-6-1 045-430-3530

まつしま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区西神奈川1-5-2 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ東神奈川Ⅲ1F 045-324-3480

(医)篤志会いわた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区二ﾂ谷町6-3 雷鳴堂ﾋﾞﾙ2F 045-317-8166

(社福)和枝福祉会若草診療所 横浜市神奈川区反町1-7-5 045-320-3231
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)つくし会川久保診療所 横浜市神奈川区上反町1-6-3 045-322-6110

(医)桐藤会佐藤内科診療所 横浜市神奈川区桐畑8-3 045-323-3870

(医)能勢ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ﾋﾞﾙ3F 045-312-2323

神奈川歯科大学附属横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6 045-313-0007

消化器内科横浜むらきｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4 第3安田ﾋﾞﾙ1F 045-323-6611

よぎｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区鶴屋町3-35-1 ｴﾇ･ｹｲ･ﾃｸﾉﾋﾞﾙ2F 045-317-3808

福永ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区松本町1-3-45 045-321-6321

(医)横浜医仁上田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区泉町6-1 中央ﾋﾞﾙ黒川2F 045-312-1212

いいじま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区泉町2-4 YAOKAN CLINIC BLDG 2F 045-534-8044

(医)まつうら小児科･内科 横浜市神奈川区三ﾂ沢中町8-6 045-321-3171

(医)にしかわ医院 横浜市神奈川区三ﾂ沢下町11-7 三ﾂ沢ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ2F 045-290-8188

(医)ゆうま会赤尾内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区三ﾂ沢下町11-22 045-548-3163

井上医院 横浜市神奈川区三ﾂ沢下町10-10 045-324-2228

(医)恵正会薩田内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区菅田町2647 045-477-4022

(医)五星会新横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 横浜市神奈川区菅田町2628-4 045-474-5511

(医)久遠会福澤ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区片倉1-9-3 まるあﾋﾞﾙ1F 045-488-5123

いまに内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区片倉2-1-21 大石医療ﾋﾞﾙ2F 045-488-3737

名倉内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区片倉4-3-24 新横浜ﾐﾕｷﾏﾝｼｮﾝ1F 045-413-2813

牧ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区片倉1-16-10 ｳｻﾐﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾝﾋﾞﾙ3F 045-491-7967

小林内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区羽沢南2-44-5 2階 045-383-7878

(社福)恩賜財団済生会神奈川県病院 横浜市神奈川区富家町6-6 045-432-1111

(医)伸愛会楠ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区楠町14-3 ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ2F 045-290-7515

有馬医院 横浜市西区楠町27-2 有馬ﾋﾞﾙ1F 045-311-0410

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

(医)宏徳会徳井内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区北幸1-2-13 横浜西共同ﾋﾞﾙ3F 045-410-0355

(医)前川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区北幸1-1-8 ｴｷﾆｱ横浜8F 045-312-3568

● 横浜西口ﾍﾙﾁｪｯｸｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区北幸1-11-15 横浜STﾋﾞﾙ3F 0570-012-489

● ﾍﾙﾁｪｯｸﾚﾃﾞｨｰｽ横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ﾋﾞﾙ23F 0570-012-489

久保ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区北幸2-5-15 ﾌﾟﾚﾐｱ横浜西口ﾋﾞﾙ1F 045-316-2555

(医)秋月会秋月ﾘｳﾏﾁ科 横浜市西区南幸2-20-24 ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ横浜1F 045-290-6088

内藤ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区南幸2-20-2 共栄ﾋﾞﾙ8F 045-316-8270

柳川ﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区南幸2-21-5 045-311-3925

三ﾂ沢ﾊｲﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区宮ｹ谷25-2 三ﾂ沢ﾊｲﾀｳﾝ1-111 045-312-0290

ｽｶｲﾋﾞﾙ内科 横浜市西区高島2-19-12 ｽｶｲﾋﾞﾙ21F 045-461-1603

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

よこはま高島町ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区高島2-10-32 岡村ﾋﾞﾙ2F 045-444-1117

横濱ｹﾞｰﾄﾀﾜｰ内科 横浜市西区高島1-2-5 横濱ｹﾞｰﾄﾀﾜｰ4階 045-662-7007

横浜市西区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

横浜東口ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区高島2-19-12 ｽｶｲﾋﾞﾙ17階 045-453-3366

● ﾍﾙﾁｪｯｸﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区高島2-7-1 ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ横浜6F 0570-012-489

(医)MM会みなとみらい内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区みなとみらい4-7-1-2F-G 045-641-0550

(医)相和会みなとみらいﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F 045-228-2001

● 横浜ﾘｰﾌみなとみらい健診ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区みなとみらい4-6-5 ﾘｰﾌみなとみらい11F 045-651-1572

高島町しらゆり内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区花咲町6-143 横浜MIDﾍﾞｰｽｱﾈｯｸｽ2階 045-252-1188

● (医)ｺﾝﾌｫｰﾄ･ｺﾝﾌｫｰﾄ横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区平沼2-8-25 045-313-8080

(医)木曜社平沼ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区平沼1-32-13 045-323-2324

いちの内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区平沼1-2-12 ｱﾏｯｸｽ横浜(甘糟平沼ﾋﾞﾙ)2F-B 045-314-1125

(医)博仁会ﾊﾏﾉ産婦人科 横浜市西区戸部本町24-1 045-323-1131

(医)藤鈴会鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区戸部町5-204 045-231-3355

(医)明和会亀田病院 横浜市西区御所山町77 045-231-1881

渡邊醫院 横浜市西区西戸部町2-120 045-231-5618

(医)博友会進藤医院 横浜市西区中央2-36-7 045-321-5664

岡部医院 横浜市西区中央2-19-15 045-321-5703

富田内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区藤棚町1-58-6 045-260-6313

青木小児科医院 横浜市西区境之谷73 045-231-4144

井出整形外科内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区久保町43-11 045-242-5236

(医)仁徳会生駒医院 横浜市西区東久保町35-20 045-231-5921

木村ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区浅間町5-380-1 045-311-5645

つるおかｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区浅間町5-378-7 045-548-6601

同仁堂田中医院 横浜市西区岡野1-3-6 045-311-3974

医療法人慶祐会横浜血管ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区岡野1-14-1 横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F 045-534-8880

(医)賢興会横浜岡野町ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区岡野1-14-1 横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F 045-314-2311

(医)ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ医院ｸｨｰﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区みなとみらい2-3-5 ｸｨｰﾝｽﾞﾀﾜｰC棟4F 045-682-4123

(医)ｱｽｸﾚﾋﾟｵｽﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ横浜国際ｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号1階 045-224-2111

横浜ｴﾑｴﾑｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区みなとみらい3-3-1 三菱重工横浜ﾋﾞﾙ3F 045-225-0953

(一財)神奈川県警友会けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい3-7-3 045-221-8181

● (公財)神奈川県結核予防会かながわｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区元浜町4-32 県民共済ﾋﾞﾙ 045-201-8521

かりべｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本町1-3 綜通横浜ﾋﾞﾙ2F 045-224-8008

粉川ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区弁天通4-53-1 045-662-5300

関内ｹﾝｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区太田町2-31-1 1F 045-681-7066

馬車道さくらｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区太田町6-73 ｺｰｹﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ2F 045-201-9510

医療法人社団横浜健康医学会関内鈴木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区相生町3-63-1 ﾊﾟｰｸｱｸｼｽ横浜関内SQUARE2F 045-681-0056

馬車道栗山内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区相生町5-78 清栄ﾋﾞﾙ馬車道5F 045-228-8666

馬車道ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区常盤町5-66-2 045-681-1106

(医)慶博会関内医院 横浜市中区尾上町5-76 明治屋尾上町ﾋﾞﾙ3F 045-663-7161

横浜市中区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)陽光会陽の光ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区尾上町3-28 横浜国際ﾋﾞﾙ 045-641-8211

雨宮ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区尾上町5-76 明治屋尾上町ﾋﾞﾙ5F 045-228-1535

うえだﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区尾上町5-71-2F 045-263-6676

関内ｻﾝﾄﾞｳ内科医院 横浜市中区尾上町2-18-1 YSﾋﾞﾙ2F 045-263-6868

● (公財)神奈川県予防医学協会中央診療所 横浜市中区日本大通58 日本大通ﾋﾞﾙ 045-641-8501

中華街医院 横浜市中区山下町73-3 ヴｧﾙｽ山下町ﾋﾞﾙ301号室 045-662-8992

横濱医院 横浜市中区山下町211-8-101 045-228-8321

くまがい内科･脳神経内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区山下町30-1-302号 045-228-9823

(医)健仁会健仁整形外科･内科 横浜市中区松影町2-8-10 045-641-1701

石川町内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区松影町1-3-7 ﾛｯｸﾋﾙｽﾞⅧ3F 045-264-4678

横浜市寿町健康福祉交流ｾﾝﾀｰ診療所 横浜市中区寿町4丁目14番地 045-641-1278

(医)良明会うしくぼ消化器･内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区翁町1-4-1 ﾏﾘﾝｳｪｰﾌﾞﾋﾞﾙ2F 045-222-9533

(医)回生会ふれあい横浜ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 横浜市中区万代町2-3-3 045-681-5101

風野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区不老町1-3-3 ﾌｪﾆｯｸｽ関内101 045-662-7822

ﾎﾟｰﾗのｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区不老町3-14-5 中外ﾋﾞﾙ2F 045-222-8461

藤本じゅんいちろうｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区長者町5-53 横浜伊勢佐木町ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ1階 045-341-0001

(医)臼井医院 横浜市中区千歳町1-2 横浜THﾋﾞﾙ201号 045-263-1315

(公社)日本海員掖済会横浜掖済会病院 横浜市中区山田町1-2 045-261-8191

ｲﾁﾛｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区山田町8-1 ﾌﾛｰﾙ山田町第3 101 045-260-3225

関内しみずｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区福富町東通1-1 ｶﾄﾚﾔﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ5F 045-252-1717

(医)岩田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区伊勢佐木町5-129-14 045-241-0668

大通り公園ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区蓬莱町3-113 045-251-7961

久保内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区蓬莱町2-3-3 045-260-6511

鈴木内科診療室 横浜市中区蓬莱町2-3-4 045-261-3320

戸賀崎産婦人科 横浜市中区蓬莱町2-6-14 045-251-7284

(医)赤門会赤門医院 横浜市中区英町8 045-231-5861

小笹医院 横浜市中区末吉町3-56-5 045-261-3616

● (医)優和会湘南健診ｸﾘﾆｯｸｺｺｯﾄさくら館 横浜市中区桜木町1丁目1-7 ﾋｭｰﾘｯｸみなとみらい13階 045-640-5510

のげ内科･脳神経内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区花咲町2-66 桜木町駅前ﾋﾞﾙ6F 045-251-7700

あきばｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区野毛町3-160-4 ちぇるる野毛2F 045-250-0781

まつい内科医院 横浜市中区野毛町1-11-1 045-243-3710

(医)松田会松田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区日ﾉ出町1-200 日ﾉ出ｻｸｱｽ203 045-231-7100

(医)広秀会みなとｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本牧町1-7 045-623-6633

(医)翠心会尾作医院 横浜市中区本牧町1-115 045-623-2070

佐藤医院 横浜市中区本牧町1-18 045-621-4403

寺道小児科医院 横浜市中区本牧町1-178 045-623-1021

本牧ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本牧町1-89 045-621-7708

山本内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本牧町2-364 045-622-3331
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本牧港湾診療所 横浜市中区錦町5 045-623-5031

(医)大出ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本牧原17-1 ﾏｲｶﾙ本牧11番街2F 045-622-1120

(医)豊葉会本牧ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本牧原1-22 ﾑﾗｰﾗ本牧南館1F 045-628-0622

石上内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区本牧原19-1-301 045-624-3535

(医)博生会本牧病院 横浜市中区本牧三之谷11-5 045-621-2445

室橋内科医院 横浜市中区本牧三之谷23-16 045-621-0139

(医)真正会新妻ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区根岸町3-176-39 045-629-3585

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

関谷ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区滝之上128 045-625-0765

(医)創祥会小菅医院 横浜市中区本郷町1-26 045-623-8209

中島医院 横浜市中区大和町2-34-5 山手駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 045-621-8713

山手駅前通りつちや泌尿器科･内科 横浜市中区大和町1-6-4 ﾋﾙｻｲﾄﾞ山手101 045-263-8472

元町ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区竹之丸158-20 045-662-0831

(医)川俣ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区麦田町4-107 ﾗｲﾌ山手2F 045-624-2960

野崎小児科医院 横浜市中区麦田町4-99 045-622-8676

山手消化器･内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区麦田町4-102-3 ﾊｰﾊﾞﾙﾃﾗｽ201 045-625-2325

山手ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区山元町2-60 045-222-3453

秋山内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区元町5-209 北村ﾋﾞﾙ3F 045-641-0993

向井ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区元町1-51 F-flatﾋﾞﾙ1F 045-222-0678

ｸﾞﾚｲｽ在宅ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区元町3-133-9 元町医療ﾓｰﾙ5F 045-264-9767

ｻﾞ･ﾌﾞﾗﾌ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ&ﾃﾞﾝﾀﾙ･ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区山手町82 045-641-6961

石川ｸﾘﾆｯｸ 横浜市中区山手町55 045-641-0494

(医)KMG小菅医院 横浜市中区石川町1-11-2 045-651-6177

● (独法)地域医療機能推進機構横浜中央病院 横浜市中区山下町268 045-641-1921

横浜ひまわりｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区西中町4-72 045-231-5550

こがね町すこやかｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区西中町2-31 045-231-0656

水野医院 横浜市南区白金町1-9 045-231-0247

(医)賢真会みうらｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区南太田1-29-2 maisonY-1F 045-712-0260

(医)佐藤病院 横浜市南区南太田1-10-3 045-731-1515

(医)木下整形外科 横浜市南区南太田1-23-13 045-715-6066

(公財)明徳会清水ヶ丘病院 横浜市南区清水ｹ丘17 045-231-6714

あずま医院 横浜市南区清水ヶ丘1-21 045-231-7026

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

(医)一期会山王ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区山王町2-22 ﾙ･ヴｧﾝ･ｽﾚｰヴ山王101 045-252-2536

吉野町うちだ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区吉野町1-1-6 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横浜ｻｳｽｽﾃｰｼﾞ102号 045-242-1112

まえざわ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区吉野町3-7-17 横浜ﾍﾞｲｸﾘｳｽ4F 045-325-8170

(医)よなみね内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区共進町1-34 森ﾋﾞﾙ1F 045-720-6008

横浜市南区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)仁桂会鳥山医院 横浜市南区宮元町2-34 045-714-1913

(医)田中ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区宮元町4-91 045-743-2233

鵜養医院 横浜市南区宮元町3-55 045-334-8753

(医)倶伸会渡辺医院 横浜市南区真金町1-3 045-231-2658

(医)慶博会村山ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区真金町1-7 045-251-2500

(医)碧水ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区白妙町2-7 045-252-0007

(医)みなとみらい浦舟金沢内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区浦舟町4-47-2-201 045-250-6077

うらふね脳外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区浦舟町4-50 045-232-5040

(公財)神奈川県結核予防会中央健康相談所 横浜市南区中村町3-191-7 045-251-2364

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

(医)鴻鵠会睦町ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区浦舟町4-47-2 045-315-5906

(医)いむら診療所 横浜市南区井土ｹ谷中町161-6 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ井土ｹ谷2F 045-721-3432

(医)青世会きたがわ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区井土ヶ谷中町129-6 045-741-2158

ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ井土ヶ谷 横浜市南区井土ヶ谷中町161-6 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰﾙ井土ヶ谷205 045-714-2203

いどがや内科･糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区井土ヶ谷下町213 第二江洋ﾋﾞﾙ3F 045-721-1024

(医)誠志会島田内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区井土ｹ谷下町40-2 045-731-4895

(医)中村ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区井土ヶ谷下町28-16 045-720-1266

三沢内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区大橋町2-34 045-731-0507

弘明ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区通町4-84 ﾒﾙﾍﾞｲﾕ弘明寺2F 045-721-3611

(医)大岡医院 横浜市南区大岡2-13-15 045-741-0552

下田医院 横浜市南区大岡2-15-29 045-731-3577

弘明寺内科 横浜市南区大岡2-1-17ｾﾚｻ弘明寺101 045-716-0010

飯田医院 横浜市南区中里町267 045-712-4610

(医)向仁会西山胃腸循環器外科医院 横浜市南区中里1-11-19 045-714-5025

(医)北浜医院 横浜市南区別所3-8-3 045-712-1700

(医)新東会横浜みのるｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区別所1-13-8 045-722-8655

横浜弘明寺呼吸器内科･内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区六ｯ川1-81 FHCﾋﾞﾙ2F 045-306-8026

泉谷内科医院 横浜市南区六ﾂ川3-75-80 045-742-6881

弘明寺ｱｲﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区六ｯ川1-50 澤村ﾏﾝｼｮﾝ103 045-731-5650

清水医院 横浜市南区六ﾂ川1-99-1 045-742-3350

六ﾂ川内科消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区六ﾂ川1-39 045-334-7520

(医)一路会池田医院 横浜市南区弘明寺町159 045-731-0203

(医)中本ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区弘明寺町134 GMﾋﾞﾙ2F 045-742-3500

原整形外科医院 横浜市南区弘明寺町268 045-714-0037

よぎｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区弘明寺町270 045-713-2113

(医)室井内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市南区永田北2-54-26-1F 045-712-2215

川田医院 横浜市南区永田北3-14-3 045-712-6006

(医)あすなろ会井土ヶ谷ふじい内科 横浜市南区永田東1-3-20 井土ヶ谷ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 045-334-7861
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)おやま内科消化器内科 横浜市保土ｹ谷区宮田町1-5-10 高梨医療ﾋﾞﾙ2F 045-340-1351

(医)健友会ﾗｲｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区天王町1-1-8 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ天王町第2-103号 045-335-1102

(医)仁優会いきいき杉山ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区天王町1-27-7 大岸ﾋﾞﾙ1F 045-340-2755

おおこうちｸﾘﾆｯｸ 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

医療法人悠総会 天王町ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区天王町2-36-8 ｼﾚｰﾅS 2F 045-442-6137

天王町ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-8 045-336-0066

神奈川県労働衛生福祉協会 横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9 045-335-6901

(医)愛政会宮川内科小児科医院 横浜市保土ｹ谷区岩間町1-4-1 045-331-2478

(医)大和田医院 横浜市保土ｹ谷区岩間町2-144 045-331-0037

(医)ｴﾑｴｽｼｰ星川内科外科 横浜市保土ｹ谷区星川2-4-1 ｴｽｴﾌﾋﾞﾙ2F 045-342-0086

(医)ｴﾑｴｽｼｰ星川内科外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区星川2-4-1 SFﾋﾞﾙ3F 045-336-2662

(医)藤沢ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区星川3-8-1 045-334-5540

(医)文光会小泉ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区星川1-4-5 1F 045-331-3325

(医)星川ひろｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区星川1-1-2 ﾀﾞｲｺﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F 045-339-5585

吉田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区星川1-15-20 045-341-2231

(医)せいれい会あだち小児科 横浜市保土ｹ谷区帷子町1-14 045-333-0810

足立医院 横浜市保土ｹ谷区帷子町1-16 045-331-7233

ﾀｶｵﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区帷子町2-85 天下堂ﾋﾞﾙ 045-331-3406

(医)あきつ会保土ヶ谷あだちｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ヶ谷区帷子町1-17 YGY203 045-334-1122

街のｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区岩崎町6-1 045-331-3500

保土ｹ谷橋ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区保土ｹ谷町1-27 太田ﾋﾞﾙ1F 045-710-5520

清水ｹ丘ｾﾂﾙﾒﾝﾄ診療所 横浜市保土ｹ谷区岩井町222-1 045-712-3521

保土ヶ谷ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区岩井町11 045-331-5941

(一財)育生会横浜病院 横浜市保土ｹ谷区狩場町200-7 045-712-9921

冠木小児科 横浜市保土ｹ谷区狩場町464 045-731-6996

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

権太坂ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区権太坂3-1-1 権太坂ｽｸｴｱA棟2F 045-722-3053

関小児科医院 横浜市保土ｹ谷区今井町69 045-351-5868

新桜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区新桜ヶ丘2-24-12-2F 045-352-4482

ひろた胃腸内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区新桜ヶ丘2-34-18 045-355-6550

(医)圭信会東川島診療所 横浜市保土ｹ谷区東川島町15-6 045-373-9899

(医)誠和会古川医院 横浜市保土ｹ谷区東川島町20-19 045-381-0604

片桐医院 横浜市保土ヶ谷区上星川1-6-12 045-381-0355

篠崎医院 横浜市保土ｹ谷区上星川3-15-5 045-371-0038

上星川ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区上星川3-2-10-202 045-744-5345

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

(医)くぬぎ台診療所 横浜市保土ｹ谷区川島町1404 くぬぎ台団地1-5-104 045-371-5278

横浜市保土ヶ谷区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

中谷医院 横浜市保土ｹ谷区川島町1485 045-373-5820

(医)永樹会上菅田医院 横浜市保土ｹ谷区上菅田町951-36 045-381-7360

北原医院 横浜市保土ｹ谷区上菅田町59 045-381-1622

(医)敬歯会けいあいｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区西谷町1018-2 045-370-5361

(医)松山会ﾗｲﾌﾓｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区新井町291-1 045-374-2001

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

(医)浅野医院 横浜市保土ｹ谷区西谷3-23-33 045-371-3018

(医)大志会小川内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区西谷3-12-26 045-371-3014

くろだ内科医院 横浜市保土ｹ谷区西谷4-3-19 吉田ﾋﾞﾙ1階 045-370-1101

(医)晃徳会横山医院 横浜市保土ｹ谷区峰岡町2-118 045-331-3296

ゆずりはｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区峰岡町1-13-1 津村ﾋﾞﾙ1F 045-459-6391

中村内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区和田1-11-17-1F-101 045-340-3223

(医)伊純会診療所ｽｶｲ 横浜市保土ｹ谷区常磐台84-2 045-348-2306

ときた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ｹ谷区常盤台55-19 045-744-5525

(社福)聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 横浜市保土ｹ谷区岩井町215 045-715-3111

(独法)地域医療機能推進機構横浜保土ｹ谷中央病院 横浜市保土ｹ谷区釜台町43-1 045-331-1251

(医)遊心会すみた内科･循環器内科 横浜市磯子区下町8-16 2F 045-752-3377

下町診療所 横浜市磯子区下町12-18 045-751-7788

(医)博生会根岸整形外科 横浜市磯子区東町15-32 ﾓﾝﾋﾞﾙ横浜根岸2F 045-754-8050

ﾓﾝﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区東町15-32 ﾓﾝﾋﾞﾙ204 045-751-7513

(医)春緑会武安医院 横浜市磯子区丸山2-15-1 045-753-5171

(医)なかや内科医院 横浜市磯子区丸山2-18-6 045-750-1002

林ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区丸山2-9-10 045-753-8878

飛鳥田医院 横浜市磯子区中浜町4-21 045-751-2202

かげやま医院 横浜市磯子区久木町23-15 045-752-0177

(医)光陽会磯子中央病院 横浜市磯子区磯子2-20-45 045-752-1212

(医)爽生会さかしたｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区磯子3-3-21 045-750-0577

衛藤ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区磯子3-6-1-102 045-753-5322

医療法人松門会きたむら内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区磯子3-13 ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2号室 045-750-3360

及能内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区磯子2-13-8 045-753-4366

(医)志摩医院 横浜市磯子区岡村7-29-3 045-753-1718

(医)冨野医院 横浜市磯子区岡村6-5-35 045-752-3221

ことぶきｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区岡村6-5-46 045-753-1115

塚本医院 横浜市磯子区岡村3-22-36 045-755-1615

ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ山髙医院 横浜市磯子区岡村1-1-21 045-751-2757

(医)康心会康心会汐見台病院 横浜市磯子区汐見台1-6-5 045-761-3581

(医)北村小児科 横浜市磯子区森1-7-3 磯子ｾﾝﾀｰﾊｲﾂ2F 045-761-0213

横浜市磯子区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)光陽会関東病院 横浜市磯子区森1-16-26 045-754-0111

磯子しおかぜ診療所 横浜市磯子区森1-8-20 045-751-7241

井上けい子内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区森1-12-1-2F 045-752-6517

織田医院 横浜市磯子区森6-1-18 045-751-7007

関田医院 横浜市磯子区森2-25-16 045-752-3026

中川ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区森2-26-18 ｼﾝｺｳ2ﾋﾞﾙ2F 045-370-7002

前田内科医院 横浜市磯子区森3-14-29 045-751-7001

よこはま土田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区森1-7-10-3F 045-752-6111

横浜磯子呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区森1-9-1 ｱｸﾛｽｷｭｰﾌﾞ磯子303 045-353-5930

森が丘医院 横浜市磯子区森が丘1-13-11 045-846-1778

杉田ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区新杉田町8-8 ﾊﾏｼｯﾌﾟﾓｰﾙ3F 045-350-2111

(医)京浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区杉田9-18-11 045-773-8882

(医)KOCこうの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区杉田1-17-1 ﾌﾟﾗﾗSUGITA3F 045-769-2599

(医)渋谷医院 横浜市磯子区杉田1-1-1-1F 045-771-0627

(医)早明会林内科医院 横浜市磯子区杉田1-21-9 045-772-1173

杉田ありむら内科 横浜市磯子区杉田1-17-1 ﾌﾟﾗﾗ杉田303号室 045-772-5588

いそご内科･呼吸器内科 横浜市磯子区杉田1-12-23-2F 045-770-0880

はるみｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区杉田2-3-5 ｶｰｻ磯子A 045-773-8639

(医)勇進会杉田整形外科内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区杉田坪呑2-3-104 045-771-2217

(医)栗木会遠藤内科 横浜市磯子区栗木1-28-27 045-773-7273

土屋内科医院 横浜市磯子区栗木1-20-5 045-773-0011

中里医院 横浜市磯子区氷取沢町1006 045-771-3546

(医)一洋会ｴｲﾁ.ｲｰ.ｼｰ.ｻｲｴﾝｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台4-1-4-102 045-831-0031

(医)遠藤ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台2-8-26 045-833-1737

(医)かしわ会横浜聖旺ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台6-19-43 045-833-8083

(医)寿会板垣医院 横浜市磯子区洋光台3-5-31 045-833-6141

(医)智里会やそだ整形外科ﾘｳﾏﾁｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台6-7-27 045-833-1707

(医)智隆会うちのﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台1-2-20 ﾍﾞﾙﾉｰﾙ洋光台101 045-830-5671

(医)永井医院 横浜市磯子区洋光台1-7-25 045-833-0720

(医)横浜温知会きくたに内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台4-20-36 045-833-7725

ひかりｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台6-33-1 045-836-2611

洋光台ひろ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市磯子区洋光台3-13-1 ﾋﾟｰｺｯｸｽﾄｱ洋光台店2F 045-836-3777

(医)三生会産業振興ｾﾝﾀｰ診療所 横浜市金沢区福浦1-5-2 045-782-3321

(医)協友会横浜なみきﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 横浜市金沢区並木2-8-1 045-788-0031

並木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区並木2-9-4 045-788-0888

並木小磯診療所 横浜市金沢区並木1-17-1-101 045-770-1191

はやしｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区並木2-10-5 045-785-2000

横浜市金沢区

12



当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)柴健会小谷ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区柴町349-1 045-781-7889

あかり木診療所 横浜市金沢区金沢町184-192 045-781-8830

(医)川畑内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区谷津町343 045-791-3337

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

すがの内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区谷津町148-3 045-788-3636

(医)さくら会金沢さくら医院 横浜市金沢区谷津町35 VICSﾋﾞﾙ3階 045-786-0915

(医)森ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区泥亀1-8-27 045-785-2235

高橋医院 横浜市金沢区泥亀1-15-3 045-781-9341

京浜健診ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区柳町3-9 045-782-3222

(医)杉本ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区瀬戸3-7 045-701-9462

小澤医院 横浜市金沢区瀬戸3-46 045-701-9960

千葉内科･消化器科 横浜市金沢区瀬戸3-45 金沢八景ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F 045-787-3300

八景駅前きくち内科 横浜市金沢区瀬戸17-18 1F 045-701-8000

(医)愛徳会いけがわ医院 横浜市金沢区洲崎町4-3 045-782-8235

青木医院 横浜市金沢区洲崎町5-8 045-701-9052

栗栖医院 横浜市金沢区六浦4-10-18 045-701-9557

桑原内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区六浦5-21-3-106 045-791-5751

とみやま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区六浦1-1-7 ﾗｲﾌﾞﾋﾟｱ金沢八景2F 045-790-1380

浜坂医院 横浜市金沢区六浦1-11-16 045-701-4114

六浦内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区六浦5-1-11 六浦ﾋﾞﾙ4F 045-783-6763

きくち内科ｸﾘﾆｯｸ 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 横浜市金沢区大道1-47-9 045-784-7766

渡部内科医院 横浜市金沢区大道1-29-1 045-701-3666

(医)はじりﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区六浦東3-1-27 045-790-3335

(医)結優会原田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区六浦東3-1-27 ｻｳｽよこはま2F 045-787-0776

横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東1-21-1 045-782-2101

(医)六浦診療所 横浜市金沢区六浦南2-9-14 045-701-9917

(医)愛友会金沢文庫病院 横浜市金沢区釜利谷東2-6-22 045-785-3311

(医)ありさ会金沢白百合ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区釜利谷東7-23-23 045-791-5570

(医)庄司会庄司ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区釜利谷東2-16-32 ﾄﾗｲｱﾝｼﾞｭ文庫3F 045-790-3220

星空ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区釜利谷東3-1-3 045-489-3602

宮崎内科医院 横浜市金沢区釜利谷東4-53-15 045-783-5210

(医)英信会金沢あおぞらｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区大川7-6-125 045-787-3331

(医)榎本医院 横浜市金沢区釜利谷西6-1-10 045-781-3188

(医)東栄会せざき整形外科 横浜市金沢区富岡東5-18-1 045-771-4161

いとう内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区富岡東5-18-1 045-771-2277

堀内医院 横浜市金沢区富岡東5-19-9 045-772-3591

(医)M&H敬愛会上岡医院 横浜市金沢区富岡西6-16-11 045-775-3737
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)にしうら会たかさき内科 横浜市金沢区富岡西2-3-1 野本ﾋﾞﾙ1F 045-773-8001

(医)ふじわら小児科 横浜市金沢区富岡西1-48-12 045-773-6333

白石ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区富岡西6-18-25 045-774-7725

椿ｹ丘医院 横浜市金沢区富岡西1-35-15 045-771-7613

富岡胃腸科肛門科 横浜市金沢区富岡西7-4-16 小澤ﾋﾞﾙ1F 045-774-3120

富岡西ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区富岡西6-15-5 045-778-2201

(医)利飛翔会はまと脳神経ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区富岡西7-19-13 045-771-8010

やまぐち耳鼻咽喉科･小児科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区富岡西7-19-11 045-772-4150

もえぎｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区富岡西2-1-10 鈴木ﾋﾞﾙ3階 045-772-6780

(医)岡本産婦人科医院 横浜市金沢区能見台通15-3 045-784-1703

関沢ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区能見台通8-28 045-786-8852

わたなべ内科･呼吸器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区能見台通2-6 能見台ｸｵﾚ204 045-782-1159

草川ｸﾘﾆｯｸ内科･循環器内科 横浜市金沢区能見台通4-1 2F 045-370-8287

打越ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区能見台1-33-6 045-770-6868

田村ｸﾘﾆｯｸ 横浜市金沢区能見台4-4-22 045-784-2252

(医)小谷医院 横浜市金沢区能見台3-7-7 045-773-5551

(医)孝和会ﾊﾟｰﾄﾘｱ診療所 横浜市金沢区能見台東10-1 045-790-5731

田川内科医院 横浜市金沢区能見台東1-1 ﾋﾞｰｺﾝﾋﾙ能見台ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ 045-353-8152

(社福)恩賜財団済生会若草病院 横浜市金沢区平潟町12-1 045-781-8811

(医)三星会大倉山記念病院 横浜市港北区樽町1-1-23 045-531-2546

(医)三雄会かとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区樽町3-6-38-2F 045-545-0222

(医)碧仁会三石内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区樽町1-24-7 045-531-1116

いけだ整形外科 横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ 2F 045-533-6260

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

(医)裕聖会 もろおかｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区師岡町908-3 045-531-1234

大倉山診療所 横浜市港北区大曽根1-17-3 045-531-4345

(医)浅木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区菊名1-1-8 妙蓮寺第6橘ﾋﾞﾙ2階 045-401-8222

(医)五星会菊名記念病院 横浜市港北区菊名4-4-27 045-402-7111

(医)清水医院 横浜市港北区菊名3-21-10 045-431-8425

菊名やまゆりｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区菊名6-1-7 鈴木ﾋﾞﾙ2F 045-834-8383

八木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区菊名6-12-12 金子ﾋﾞﾙ301号室 045-423-2223

菊名内科内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区菊名4-2-7 日比野ﾋﾞﾙ2F 045-633-7462

(医)三正会露木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区富士塚1-11-39 045-401-6633

(医)中野こどもｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区富士塚1-1-1 045-434-6500

有馬医院 横浜市港北区富士塚1-1-9 ｱﾘﾏﾒﾃﾞｨｶ1F 045-431-6565

(医)徳貴菊名西口医院 横浜市港北区篠原北1-3-33 045-401-6444

なのｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区仲手原1-26-10 045-710-0045

横浜市港北区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)桜敬会太田整形外科 横浜市港北区篠原町1129 岸根公園駅前UUﾋﾞﾙ201 045-438-0530

篠原Kｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区篠原町1103 045-439-6336

なみき内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区篠原町1129 岸根公園駅前UUﾋﾞﾙ202 045-430-3005

(医)椎橋医院 横浜市港北区大豆戸町200 菊名ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｱﾌﾟﾗｻﾞ101 045-401-9092

山田医院 横浜市港北区大豆戸町212 045-421-5452

(医)慈友会山田内科 横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ﾋﾞﾙ4F 045-475-1580

(医)神樹会新横浜かとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ8F 045-478-6180

(医)やまびこ新横浜整形外科ﾘｳﾏﾁ科 横浜市港北区新横浜3-6-4 千歳観光ﾋﾞﾙ4F 045-548-3887

(医)佑希会のぞみｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜3-20-3 ﾘﾊﾞｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ501 045-470-7852

(社医)三思会新横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄ 横浜市港北区新横浜2-5-11 金子第一ﾋﾞﾙ4F 045-471-3855

西川ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜2-12-8 扶桑電機ﾋﾞﾙ6階 045-534-8538

ｱﾓﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜3-20-3-7F 045-577-3888

横浜市総合保健医療ｾﾝﾀｰ 横浜市港北区鳥山町1735 045-475-0001

こうの医院 横浜市港北区小机町1489 045-470-7705

横浜市ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ 横浜市港北区小机町3302-5 045-477-5050

(医)荻原医院 横浜市港北区大倉山3-7-17 045-531-3195

(医)幹仁会横山ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山4-5-1-101 045-531-1575

(医)健明会大倉山わきもと内科 横浜市港北区大倉山5-25-19 045-717-6887

(医)服部ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山1-28-3 045-545-0001

大倉山こじまｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山1-30-1 ﾌﾟﾗｽﾊｳｽ2F 045-542-3535

大倉山内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山1-12-18 045-543-8711

大倉山ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山3-4-31 ﾋﾙｽﾞｶﾓ1F 045-545-5251

大沼ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山3-3-32 045-547-5353

里見医院 横浜市港北区大倉山3-1-5 045-543-1551

柴田内科 横浜市港北区大倉山3-26-6 045-547-2125

大倉山ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区大倉山3-41-22 1F 045-834-7370

村井医院 横浜市港北区箕輪町2-3-7-107 045-563-1920

(医)TSYかない内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区箕輪町2-7-42 ﾌﾟﾗｳﾄﾞｼﾃｨ日吉ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 045-561-1107

日吉の森内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区箕輪町1-24-9 2F 045-755-7125

日吉泌尿器科･腎臓内科 横浜市港北区箕輪町1-24-9 3階 045-577-0567

(医)AREあかつきｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区綱島東4-2-5 ﾊﾟﾙﾎﾜｲﾄ綱島101 045-543-7101

(医)綱島鈴木整形外科 横浜市港北区綱島東1-10-7 桐屋ﾋﾞﾙ2F 045-542-3355

佐々木消化器科･内科 横浜市港北区綱島東2-12-19 福島ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F 045-545-4588

(医)慧心ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸGeN横浜綱島 横浜市港北区綱島東4-3-17 ｱﾋﾟﾀﾃﾗｽ横浜綱島2F 045-717-6101

つなしま医院 横浜市港北区綱島東1-6-10 T'S BRIGHTIA綱島3F 045-531-1212

綱島東口内科･糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区綱島東2-2-14 2F 045-633-7737

(医)健陽会えびすｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区綱島西2-7-2 第7吉田ﾋﾞﾙ2F 045-546-8611

(医)由徳綱島ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区綱島西2-3-2 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝｽﾃｲﾂ綱島2F 045-540-4887
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)設身会川野循環器内科医院 横浜市港北区綱島西4-8-18 川野ﾋﾞﾙ3F 045-540-7900

医療法人遼葉会 すがわら泌尿器科･内科 横浜市港北区綱島西2-16-19 第2吉田ﾋﾞﾙ2F 045-544-8222

高木脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区綱島西3-2-20 綱島別所ﾌﾟﾗｻﾞ2F 045-545-0888

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

横浜綱島ﾌｫﾚｽﾄ内科･呼吸器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区綱島西2-12-10 ｻﾝﾓｰﾙ綱島1F 045-642-7659

新吉田医院 横浜市港北区新吉田町3622-3 045-593-0127

(医)YS会本田泌尿器科内科医院 横浜市港北区新羽町1690-1 ｸｵｰﾚ新羽201 045-531-3340

おおすみ医院 横浜市港北区新羽町1719 045-717-7611

かわのｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新羽町1625 045-547-1155

(医)優希会新羽あらた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新羽町2080-1 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰ3F 045-543-2288

新羽くわもと消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新羽町1686-1-302号室 045-642-8618

(医)快晴会北新横浜内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区北新横浜1-2-3 北新横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F 045-533-2235

(医)健水会総合健診ｸﾘﾆｯｸMEDOC 横浜市港北区日吉2-9-3 045-565-0751

(医)南澤医院 横浜市港北区日吉1-2-16 045-561-5413

内村内科･腎ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区日吉5-13-4 045-534-3334

(医)医信会石井内科医院 横浜市港北区日吉本町6-26-5 045-561-4704

(医)ｼﾛｱﾑ会石橋内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区日吉本町1-23-14 厚川ﾋﾞﾙ3F 045-563-3297

(医)真和会福田医院 横浜市港北区日吉本町3-27-8 045-561-3773

たかみざわ医院 横浜市港北区日吉本町1-23-5 045-561-8641

(医)向日葵会日横ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区日吉本町1-20-16 日吉教養ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F 045-563-4115

高見澤ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区日吉本町1-23-5 045-563-9586

日吉内科 横浜市港北区日吉本町1-8-3 045-566-2385

八木医院 横浜市港北区日吉本町1-1-6 045-561-2095

(医)芝成会吉川内科･循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区日吉本町1-20-2 吉川ﾋﾞﾙ1F 045-566-0151

佐々木内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区下田町2-16-54 045-564-4776

日吉おおつかｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区下田町4-9-1 045-563-2291

(医)慈杜会ｸﾞﾘｰﾝ高田駅前ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区高田東3-1-8 045-544-1117

(医)戴央会たかた整形外科･内科 横浜市港北区高田東4-22-27-1F 045-543-7110

和光医院 横浜市港北区高田東4-10-8 045-531-4372

高田Ysｸﾘﾆｯｸ泌尿器科･内科 横浜市港北区高田東4-23-4 ｸｰﾙ高田2F-Ⅱ 045-546-1365

● (医)すこやか高田中央病院 横浜市港北区高田西2-6-5 045-592-5557

鳥が丘ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区鳥が丘38-18 045-869-6640

(医)三穂会満尾医院 横浜市戸塚区矢部町645-11 045-861-1675

医療法人賢仁会戸塚ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区矢部町649 045-864-2110

(医)司命堂会司命堂医院 横浜市戸塚区戸塚町4090 045-881-0114

戸塚内科医院 横浜市戸塚区戸塚町157 ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ1F 045-862-5800

(医)道愛会しばた医院 横浜市戸塚区戸塚町2810-8 土屋ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 045-865-6666

横浜市戸塚区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)戸塚西口さとう内科 横浜市戸塚区戸塚町6005-3 ｱｽｸﾚﾋﾟｵｽ戸塚3F 045-869-5885

● (医)横浜柏堤会戸塚共立ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区戸塚町3970-5 045-869-4601

● (医)横浜平成会平成横浜病院 横浜市戸塚区戸塚町550 045-860-1777

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

久保外科医院 横浜市戸塚区戸塚町2833-58 045-861-2231

とつか西口ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区戸塚町4119 045-865-6120

若杉診療所 横浜市戸塚区戸塚町16-7 加藤ﾋﾞﾙ4F 045-869-5261

横浜戸塚駅前内科 横浜市戸塚区戸塚町4018-1 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ戸塚ﾌﾛﾝﾄ2F 045-871-7770

戸塚ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区戸塚町99ﾎﾟﾙﾃさくら3F 045-443-9788

小雀小児科医院 横浜市戸塚区小雀町1123-2 045-852-2353

小雀内科医院 横浜市戸塚区小雀町1123-2 045-852-2353

くれ医院 横浜市戸塚区品濃町513-7 清光ﾋﾞﾙ2F 045-826-0020

(医)明理会東戸塚記念病院 横浜市戸塚区品濃町548-7 045-825-2111

(医)山本内科･ﾀﾜｰｽﾞ皮膚科 横浜市戸塚区品濃町535-2 中央街区D棟3F 045-825-5871

（医）康征会東戸塚はまゆめ内科 横浜市戸塚区品濃町548-2 東戸塚NSﾋﾞﾙ2F 045-823-5515

医療法人社団横浜光拝会 東戸塚ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区品濃町539-1 ｽｶｲﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F 045-435-9604

藤野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区品濃町543-5 045-821-1120

東戸塚にしかわｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区品濃町549-6 1F 045-820-5010

東戸塚駅前なかやまｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区品濃町516-5 ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｶﾞｰﾃﾞﾝ3階C室 045-719-5112

(医)戸塚第一医院 横浜市戸塚区平戸2-7-25 045-822-1231

(医)りんどう半田医院 横浜市戸塚区平戸2-30-8 045-821-1235

菅野内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区平戸5-1-8 いずみﾌﾟﾗｻﾞ東戸塚2F 045-390-0776

(医)川上診療所 横浜市戸塚区川上町359 045-822-5074

(医)喜堂会おかもと内科皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区川上町84-1 ｹｱﾊｳｽゆうあい4B 045-822-3333

(医)木原会木原歯科内科医院 横浜市戸塚区川上町87-1 ｳｪﾙｽﾄﾝⅠ 045-828-1525

(医)康久会風早内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区川上町151 045-827-1221

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

新戸塚病院 横浜戸塚区川上町690-2 045-822-4151

(医)健齢会ふれあい東戸塚ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 横浜市戸塚区上品濃16-8 045-827-2637

修行内科麻酔科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区上柏尾町500-7 045-828-3575

岡部内科医院 横浜市戸塚区舞岡町33 045-824-0358

小林医院 横浜市戸塚区舞岡町809 045-821-3551

ゆめはまｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区舞岡町3406 045-828-2007

(医)敬生会十慈堂病院 横浜市戸塚区南舞岡1-23-9 045-823-1010

下倉田ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区下倉田町945-1 045-869-0381

山川医院 横浜市戸塚区下倉田町73 045-881-2409

(医)瑛鳳会横浜南まほろば診療所 横浜市戸塚区下倉田町1883 ｻﾐｯﾄｽﾄｱ下倉田店2F 045-866-1551

(医)速医会堀口ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区上倉田町498-11 第5吉本ﾋﾞﾙ1F 045-869-6464

17



当日
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(医)協永会ながのｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区上倉田町481-1 八恍ﾋﾞﾙ1F 045-392-8612

平野内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区上倉田町447-1 ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ戸塚1F 045-865-1115

(医)横浜未来ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ戸塚共立第2病院 横浜市戸塚区吉田町579-1 045-881-3205

相沢医院 横浜市戸塚区吉田町651 045-881-0375

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

(医)雲水会ふじばし内科 横浜市戸塚区名瀬町36-4 KMﾌﾟﾗｻﾞ 045-813-6161

(医)令光会 井上内科 横浜市戸塚区名瀬町765-29 045-813-7195

(医)医篤会和田医院 横浜市戸塚区秋葉町131-3 045-811-1116

(医)踊場さかいだｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区汲沢8-2-1 ﾌﾟﾚｼｬｰｽB1F 045-865-3365

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

(医)三宅医院 横浜市戸塚区汲沢1-1-18 045-861-2561

汲沢中央診療所 横浜市戸塚区汲沢8-29-16 045-881-5572

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

すずき内科･胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区汲沢8-11-27 045-443-7117

(医)吉原整形外科 横浜市戸塚区汲沢町471-3 045-871-8488

医療生協かながわ生活協同組合戸塚病院 横浜市戸塚区汲沢町1025-6 045-864-1241

ふじわらｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区汲沢町163 045-871-2905

(医)一寸奉仕聖母の園ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区原宿4-35-8 045-853-3117

なかつじ医院 横浜市戸塚区原宿5-33-6 ﾄﾞｴﾙ原宿Ⅱ-1F 045-392-6768

岩出循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区原宿4-14-15 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ1F 045-443-8818

(医)ﾋﾟｰｴﾑｴｰｿﾌｨｱ横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区東俣野町911 045-854-2234

(医)森ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区深谷町219-1 045-858-5058

(医)りんご会わかば医院 横浜市戸塚区深谷町55-71 045-851-3232

岩間医院 横浜市戸塚区深谷町857-6 045-851-3300

渡辺ｸﾘﾆｯｸ 横浜市戸塚区深谷町210 045-851-3600

(医)横浜博萌会西横浜国際総合病院 横浜市戸塚区汲沢町56 045-871-8855

(医)健心会橋本消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上大岡東2-7-17 045-882-1222

(医)岡ﾒﾃﾞｨｶﾙ岡内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上大岡西1-19-18 長瀬ﾋﾞﾙ3F 045-841-0133

(医)上大岡ﾒﾃﾞｨｶﾙ杉山内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上大岡西1-15-1-4F-403-1-① 045-842-1990

(医)健生会朝倉ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上大岡西2-13-16 045-842-0385

(医)厚済会上大岡仁正ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上大岡西1-10-1 045-844-5739

(医)桜井医院 横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店6F 045-842-1690

あしかり内科 横浜市港南区上大岡西3-20-44 045-848-0888

宮川医院 横浜市港南区上大岡西1-12-17 045-842-0978

上大岡糖尿病･代謝内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上大岡1-5-1 ﾈｵﾏｲﾑ上大岡1階4号室 045-840-1505

(医)厚済会横浜じんせい病院 横浜市港南区港南3-1-28 045-840-3770

港南中央医院 横浜市港南区港南2-2-14 045-842-3166

横浜市港南区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

(医)仁明会秋山脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南中央通1-1 045-842-1838

中央通ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南中央通13-24 045-843-9927

(医)中山医院 横浜市港南区芹が谷1-21-14 045-821-1511

芹が谷ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区芹が谷2-8-11 芹が谷ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 045-821-9751

せりがや総合内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区芹が谷5-55-10 ｲﾙｶﾒﾃﾞｨｶﾙBLDG1階 045-823-8008

(医)誠友会さつき台診療所 横浜市港南区大久保3-39-6 045-845-2681

栗原医院 横浜市港南区大久保2-7-19 045-842-9066

ふれあい内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区大久保1-20-57 ｴﾝﾄﾗﾝｽ大久保2F 045-843-3600

上大岡TMｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区最戸1-7-15 045-711-1120

松本医院 横浜市港南区最戸1-14-31 045-285-4272

横浜東邦病院 横浜市港南区最戸1-3-16 045-741-2511

(医)小田医院 横浜市港南区東永谷1-7-3 045-822-4300

(医)仁明会秋山脳神経外科病院 横浜市港南区上永谷2-10-36 045-846-1001

(医)豊福医院 横浜市港南区上永谷3-18-16 045-844-2255

(医)彩優会つかさﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区上永谷2-11-1-104 045-846-0888

(医)恵和善隣会木下ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区丸山台3-11-15 045-843-4310

(医)寿啓会原口小児科医院 横浜市港南区丸山台3-41-1 045-845-6622

(医)真心会上永谷さいとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区丸山台1-2-1 京急ｼﾃｨ上永谷L-ｳｨﾝｸﾞ2F 045-849-1125

(医)成仁会長田病院 横浜市港南区丸山台2-2-10 045-842-1121

(医)古家内科医院 横浜市港南区丸山台2-34-8 045-844-3080

(医)洋光会いずみ医院 横浜市港南区丸山台2-41-1 045-842-2112

今村内科医院 横浜市港南区丸山台3-2-3 ｻﾙｰﾃｸﾘﾆｶﾋﾞﾙ1F 045-840-5566

梅田内科小児科 横浜市港南区丸山台3-26-1 045-845-6655

医療法人健有会上永谷ほほえみｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区丸山台1-11-17 045-342-8810

医療法人MCS せいの内科･内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区丸山台1-5-7 上永谷医療ﾋﾞﾙ4F 045-844-8000

(医)寿恵会白土ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区丸山台2-18-5 ﾆｰﾄﾋﾞﾙ1階 045-846-0124

(医)寛仁会 下永谷内科･皮ﾌ科 横浜市港南区日限山1-57-40 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ2F-D 045-825-3800

(医)健生会朝倉病院 横浜市港南区下永谷5-81-12 045-824-0202

湘寿ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区下永谷4-2-30 045-825-5861

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

(医)森豊会中森内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区日野8-8-7 清水橋ﾋﾞﾙ2F 045-846-0590

てらおか内科消化器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区日野5-3-4 045-353-5355

奥田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区日野6-9-7-2F 045-370-8326

ごとう内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区日野5-33-1 045-873-3394

(医)稲門医學会奈良こうすけ診療所 横浜市港南区笹下3-11-14 ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 045-842-6701

池田内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区笹下2-20-37 045-843-7830

苅部医院 横浜市港南区笹下2-7-12 045-843-7606

(医)成澤会清水橋ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区日野中央1-19-4 045-847-5533
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(医)岡田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ﾋﾞﾙ203 045-834-3333

(医)健徳会吉田医院 横浜市港南区港南台7-8-46 045-832-0655

(医)中島整形外科 横浜市港南区港南台4-7-12 045-832-4184

(医)ふくお小児科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科 横浜市港南区港南台1-48-7 045-833-7737

(医)山崎胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台9-29-2 045-834-1243

(医)かわぐち消化器内科 横浜市港南区港南台5-23-30 港南台医療ﾓｰﾙ3F 045-830-5311

黒沢ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台7-42-30 ｻﾝﾗｲｽﾞ港南台201号 045-833-9632

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

港南台ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台3-4-35 松田ﾋﾞﾙ1F 045-836-1688

笹尾医院 横浜市港南区港南台2-7-35 045-831-1811

戸田内科小児科医院 横浜市港南区港南台5-5-9 045-832-3900

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

港南台ﾏﾏ小児科 横浜市港南区港南台4-33-38 045-831-0130

横浜みなと呼吸器内科･内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台5-23-30 港南台医療ﾓｰﾙ2F 045-835-5917

横浜ﾘｳﾏﾁ･内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台5-23-30 港南台医療ﾓｰﾙ3F 045-830-5387

石塚内科ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区港南台5-23-30 港南台医療ﾓｰﾙ2F 045-831-4976

下斗米医院 横浜市港南区日野南6-44-22 045-893-5041

永持ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区日野南5-9-1 045-845-0505

(医)光風会善利ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港南区野庭町146-1 045-849-1080

(医)野庭中央診療所 横浜市港南区野庭町614-3-102 045-844-5400

(医)静堂会ひかりが丘内科･在宅ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区上白根町891-18-7-101 045-489-9696

(医)和田胃腸科外科医院 横浜市旭区上白根町849-3 045-951-1893

(医)恵生会上白根病院 横浜市旭区上白根2-65-1 045-951-3221

(医)秀悠会 きくち医院 横浜市旭区上白根1-8-9 045-954-3234

あさひ台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中白根3-1-38 045-955-2501

髙橋内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中白根2-50-15 045-958-1055

石田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区白根6-1-3 045-953-3308

えひら胃腸科･内科 横浜市旭区白根3-15-7 045-951-3811

はしば内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区白根5-12-10 安藤ﾋﾞﾙ2F 045-958-2750

(医)順正会横浜鶴ヶ峰病院 横浜市旭区川島町1764 045-371-2511

片桐ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区川島町3050-9 045-383-6761

(医)東京石心会新緑脳神経外科 横浜市旭区市沢町574-1 045-355-3600

(医)朋良会大塚ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区市沢町995-11 田口ﾋﾞﾙ1F 045-355-5377

鶴ヶ峰診療所 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-38-7 045-951-2354

(医)順正会横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1 ｺｺﾛｯﾄ鶴ヶ峰5F 045-371-0089

(医)たいｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区鶴ヶ峰2-5-2 045-350-7770

かわくぼｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区鶴ヶ峰2-23-2奥村ﾋﾞﾙ2B 045-373-6041

横浜市旭区
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川本胃腸内科外科 横浜市旭区鶴ヶ峰2-21-32 045-371-2268

鶴ヶ峰消化器･内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区鶴ヶ峰1-12-3 大岡ﾋﾞﾙ3F 045-370-6255

鶴ヶ峰中央医院 横浜市旭区鶴ヶ峰1-26 045-373-6557

(医)みさとまこと会あさひ本宿ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区本宿町90-30 045-360-8681

(医)育真会大川内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区今宿西町285 045-951-2321

中田外科胃腸科医院 横浜市旭区今宿西町200-7 045-953-0737

(医)明珠会若葉台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区若葉台1-3-116 045-921-3700

● (医)明芳会横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台4-20-1 045-921-6111

222内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区若葉台2-22-105 045-924-6200

若葉台診療所 横浜市旭区若葉台1-3-115 045-921-1300

(医)緑友会わかば内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区若葉台4-12-105 045-465-4897

横浜りゅうｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区都岡町20-12 ﾏﾝｼｮﾝﾚｵ1F 045-953-8080

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町1197-1 045-366-1111

渡辺内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区今宿町2666-27 045-367-1748

(医)たまがわｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中沢1-46-7 二俣川ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ3F 045-365-6677

(医)肥後ｸﾘﾆｯｸ肥後ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中沢2-38-5 045-366-2118

安部医院 横浜市旭区中沢2-37-2 045-364-2281

(医)緑樹会小柳内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区笹野台1-20-12 045-391-0121

(医)心真理つくしｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区今宿2-63-14 045-360-0028

(医)一色外科胃腸科医院 横浜市旭区二俣川2-32 045-391-0166

(医)二俣川内科･循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区二俣川1-45-89 浅野ﾋﾞﾙ3F 045-363-5550

(医)たらお内科･消化器科 横浜市旭区二俣川2-58-6 大洋ﾋﾞﾙ3F 045-360-6501

(医)米国会古荘ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区二俣川1-45-43 045-366-3231

(医)松井内科医院 横浜市旭区二俣川1-5-38 FSﾋﾞﾙ5F 045-365-2200

あすかい内科 横浜市旭区二俣川1-10-6 045-367-2226

あららぎ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区二俣川2-22-1 ｳｨｽﾃｰﾘｱ二俣川1F 045-360-1767

小関産婦人科医院 横浜市旭区二俣川2-62-7 045-363-0660

あさひ脳神経内科･精神科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区二俣川2-50-14 ｺﾌﾟﾚ二俣川7F 045-366-7881

三井内科医院 横浜市旭区善部町46-48 045-363-0339

飛田医院 横浜市旭区南希望が丘82-12 045-362-6166

(医)漸進会たぐち内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中希望が丘138-1 第2山西ﾋﾞﾙ1F 045-360-7070

ｵｶﾀﾞ外科医院 横浜市旭区中希望が丘111 045-391-0456

希望ｹ丘駅前ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中希望が丘131 045-367-2233

希望ヶ丘しまや内科 横浜市旭区中希望ヶ丘198-21 八ｯ橋ﾊｲﾂ1F101 045-362-1611

(医)梅澤医院 横浜市旭区東希望が丘81 045-363-5000

みなせｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区東希望が丘107 045-360-8043

(医)豊医会左近山中央診療所 横浜市旭区左近山16-1 左近山団地1-35-102 045-351-4011

南本宿診療所 横浜市旭区南本宿町36-9 045-744-8111
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(医)柏町整形外科 横浜市旭区柏町47-16 045-364-3211

(医)想愛会ｻﾝｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区柏町97-8 045-366-6822

(医)邦生会簡野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区柏町53-8 045-363-8721

黒田医院 横浜市旭区柏町47-11 045-364-9772

井上医院 横浜市旭区万騎が原104-11 045-391-1606

(医)一誠会福村内科 横浜市緑区東本郷4-1-22 045-471-7766

(医)青葉会牧野記念病院 横浜市緑区鴨居2-21-11 045-933-4111

(医)一曜会鴨居小児科内科医院 横浜市緑区鴨居1-3-13-107 045-935-3281

(医)鴨居病院 横浜市緑区鴨居5-27-10 045-933-1911

(医)研医会かもいﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居4-3-15 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ鴨居104号 045-932-4790

(医)宍戸会ししど内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居4-2-31 045-929-4114

みよしｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居3-1-6 鴨居岩間ﾋﾞﾙ1F 045-929-3440

(医)恵生会竹山病院 横浜市緑区竹山3-1-9 045-932-1668

(医)佳和会芦野内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区白山2-3-11 ｶｻﾍﾞﾙﾃﾞ横濱1F-2 045-937-2722

(医)淳和会楠原医院 横浜市緑区中山3-34-38 045-933-2561

有田医院 横浜市緑区寺山町89 ｸﾚﾌ中山1F 045-931-1133

田口ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区台村町177-1 ﾌｫｰｻｲﾄ1F 045-932-0303

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

(医)真心会三保町内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区三保町1803-1-102 045-936-0034

(医)圭由会白神医院 横浜市緑区霧が丘3-8-1 045-920-0881

(医)研医会霧が丘整形外科皮膚科 横浜市緑区霧が丘4-22-9 045-921-8989

かたの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区霧が丘4-13-1 045-924-0560

小林内科医院 横浜市緑区霧が丘5-25-6 045-922-1188

平本医院 横浜市緑区霧が丘1-24-3 045-923-0868

ほんだｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区霧が丘3-2-9 045-920-0750

みなみ台内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区長津田みなみ台4-4-4 045-988-1507

みなみﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区長津田みなみ台1-1-5 045-482-7373

やまがみ内科医院 横浜市緑区長津田みなみ台1-5-23 045-988-2205

(医)英和会坂本内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山1-6-1 ﾐﾖｼｽﾞｼｰﾄﾞﾋﾞﾙ402 045-935-7811

(医)研医会二宮整形外科 横浜市緑区中山4-31-23 ﾙ･ﾁｰﾄﾞﾋﾞﾙ203 045-934-3434

(医)宏仁会柴田整形外科 横浜市緑区中山1-6-1-3F 045-935-3880

医療法人社団ﾎｰｸｱｲ中山駅南口内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山4-41-1-2階 045-929-5557

あおいｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山1-6-7 ｸﾞﾚｰｽﾒｿﾞﾝ1F 045-935-1133

とおまﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山1-29-8 045-931-8111

横濱おなか診療所 横浜市緑区中山4丁目1番8号 ﾊｲﾂ中山101-A 045-507-8715

(医)心叡会さいとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区北八朔町1208-1 045-932-6555

(社福)ｷｬﾏﾗｰﾄﾞみどりの家診療所 横浜市緑区青砥町220-1 045-937-6102
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岩波胃腸科外科医院 横浜市緑区青砥町1122 045-932-3806

よこはまあおとｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区青砥町879-2 045-482-7567

(医)敬愛会みどりｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区十日市場町800-3 ｴﾃﾙﾅⅢ3F 045-981-2892

(医)健信会田村内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区十日市場町804-2 ﾎｰﾒｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ十日市場西館101 045-989-6388

(医)三喜会横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町1726-7 045-984-3003

(医)成幸会高津内科医院 横浜市緑区十日市場町819-9  ﾘﾄﾙﾊﾞﾚｰ101 045-989-3588

(財)横浜勤労者福祉協会みどり野診療所 横浜市緑区十日市場町915-14 045-981-7222

いのうち内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区十日市場町901-12 045-981-4513

夏目ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区十日市場町819-3 045-984-2711

山田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区十日市場町802-1 田中ﾋﾞﾙ402 045-988-5752

(医)桂愛会長津田駅前胃腸内科 横浜市緑区長津田4-5-5 長津田ﾒﾃﾞｨｶﾙヴｨﾚｯｼﾞB棟101 045-984-1112

(医)TOWA長津田ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区長津田5-4-1 長津田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 045-988-2201

(一社)日本厚生団長津田厚生総合病院 横浜市緑区長津田4-23-1 045-981-1201

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

しらはた胃腸肛門ｸﾘﾆｯｸ横浜 横浜市緑区長津田5-6-32 045-985-5550

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

よしだ健康ｹｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区長津田2-5-14 045-988-0775

(医)弘和会江原医院 横浜市瀬谷区相沢7-59-1 045-301-1218

稲葉内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区中央19-5 045-303-5616

せやｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区中央1-6 第五白鳳ﾋﾞﾙ2F 045-301-2528

(医)和隆かなた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区中央6-20 ﾏﾙｴﾂ瀬谷店3F 045-300-3039

(医)鵬友会本郷ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区本郷3-20-21 045-304-2017

(医)緑友会ひらの内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区二ﾂ橋町304-1 ﾋﾗﾉﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ1F 045-392-2622

なごみｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区二ﾂ橋町489-45 045-360-8183

(医)愛生会三ﾂ境病院 横浜市瀬谷区三ﾂ境23-8 045-391-0006

(医)五十嵐外科胃腸科医院 横浜市瀬谷区三ﾂ境110-2 045-362-5668

(医)北井ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区三ﾂ境98-1 045-362-8181

木我内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区三ﾂ境1-9 045-363-0655

田村医院 横浜市瀬谷区三ﾂ境16-6 045-391-0025

三ﾂ境ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区三ﾂ境7-1 ﾀﾞｲｴｰ三ﾂ境店B2F 045-363-9597

(医)HMC三ﾂ境はこだ内科 横浜市瀬谷区三ﾂ境6-2 三ﾂ境TKﾋﾞﾙ2F 045-360-0230

三ﾂ境ﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ渡部内科 横浜市瀬谷区三ﾂ境2-1 三ﾂ境ﾗｲﾌB館 045-360-3558

かやま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区阿久和西3-1-13 045-360-7700

(医)哺育会横浜相原病院 横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12 045-362-7111

(医)大空会瀬谷医院 横浜市瀬谷区瀬谷4-8-8 045-303-1191

(医)九成会武岡ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区瀬谷5-2-1 045-300-5012

(医)聖仁会横浜甦生病院 横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30 045-302-5001
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(医)美里会瀬谷ふたつ橋病院 横浜市瀬谷区瀬谷1-29-1 045-303-1151

(医)熊京会天野内科胃腸科外科医院 横浜市瀬谷区瀬谷5-14-3 045-301-0322

安達産婦人科医院 横浜市瀬谷区瀬谷4-24-4 045-301-0539

田川ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区瀬谷4-43-1 045-304-1194

戸塚内科小児科医院 横浜市瀬谷区瀬谷5-14-10 ﾊｲﾑ芝本101号 045-301-0171

福田医院 横浜市瀬谷区瀬谷4-12-21 045-302-5711

わたなべﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区瀬谷1-23-4 Yﾋﾞﾙ1F 045-342-7747

日本健康倶楽部横浜支部診療所 横浜市瀬谷区瀬谷4-5-31 ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F 045-303-9622

(医)聖陵会及川胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区南台1-30-11 045-302-8012

(医)燦裕会河田医院 横浜市瀬谷区南瀬谷1-2-8 045-301-2751

ひなたやま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市瀬谷区下瀬谷1-41-5 045-300-3232

(医)まいえ内科 横浜市瀬谷区橋戸2-31-3 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F 045-301-8561

(医)鈴映会鈴木医院 横浜市栄区長沼町187 045-864-2133

(医)江口医院 横浜市栄区飯島町1413 045-891-0067

(医)正節会阿部内科 横浜市栄区飯島町1329-9 045-890-5400

小山台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区小山台2-41-17 045-893-8736

(医)杉本医院 横浜市栄区柏陽20-27 045-891-5417

(医)瑛倖会なかたｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区桂町274-7 045-897-5858

(医)柴崎内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区桂町324-6 045-892-5016

(医)田中整形外科医院 横浜市栄区桂町701-3 初穂ﾏﾝｼｮﾝ本郷台101 045-894-5521

和田医院 横浜市栄区桂町702 045-893-5200

(医)慶寿会小笹医院 横浜市栄区笠間2-28-11 045-895-2230

おれんじｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区笠間3-45 ｶﾞｰﾃﾞﾝｱｿｼｴJ棟1F 045-895-5000

さかえ小磯診療所 横浜市栄区笠間4-10-3 045-893-1100

(医)翠幸会本郷台医院 横浜市栄区小菅ヶ谷1-4-9-3 045-892-3921

(医)桑樹会木村内科･胃腸内科 横浜市栄区小菅ｹ谷1-23-1 045-894-1281

(医)前田医院 横浜市栄区小菅ｹ谷2-39-8 045-892-4678

ﾋﾙｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区小菅ヶ谷4-9-1 045-479-8275

横浜さかえ内科 横浜市栄区小菅ｹ谷1-5-1 本郷台駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙA区画 045-897-5515

大野内科医院 横浜市栄区本郷台3-1-6 045-896-0500

なかのｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-53-10-2 045-890-6226

(医)若竹ｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区元大橋1-27-5 045-891-6900

(医)ﾎﾗｲｽﾞﾝひらいで内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区中野町27-8 045-897-5511

わたなべ内科･消化器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区長倉町1-1387-1 045-891-5550

(医)緑ｹ丘医院 横浜市栄区野七里1-21-8 045-893-4046

吉田こどもｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区野七里1-4-22 045-891-8888

かみごう医院 横浜市栄区上之町2-17 045-891-1026

横浜市栄区
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久保井内科医院 横浜市栄区上之町16-20 045-891-0207

米田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市栄区桂台北10-22 045-895-1300

(医)進藤医院 横浜市栄区桂台南1-10-10 045-893-9229

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

(医)鵬友会新中川病院 横浜市泉区池の谷3901 045-812-6161

(医)緑台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区緑園2-6-11 045-813-6333

(医)山中ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区緑園3-2-8 相鉄松本緑園都市共同ﾋﾞﾙ201号 045-812-6670

会田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区緑園6-2-1 045-811-2883

こまくさ女性ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区緑園2-1-6 ｱﾑﾆｽ2F 045-810-0051

緑園都市耳鼻咽喉科酒井医院 横浜市泉区緑園4-1-2 相鉄緑園都市ﾗｲﾌ2F 045-812-8699

緑園内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区緑園5-29-10 045-813-8062

うめ消化器内科･ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区緑園1-1-19 ﾛｯｼﾞｱﾋﾞﾙ201号 045-810-1107

(医)一準会岡津ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区岡津町2236 045-814-1416

しかの内科･消化器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区領家3-2-4 山手台IKﾌﾟﾗｻﾞ1F 045-438-9111

はきいｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区領家4-1-2 ﾒｲﾌﾟﾙ7 102 045-392-7340

ますむら内科 横浜市泉区白百合3-4-12 045-811-2621

(社福)親善福祉協会国際親善総合病院 横浜市泉区西が岡1-28-1 045-813-0221

(医)敬生会ともろｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区弥生台55-55 045-810-3005

(医)ふたば会やよい台内科･皮ﾌ科 横浜市泉区弥生台25-1 弥生台石川ﾋﾞﾙ201 045-813-5111

(社福)親善福祉協会しんぜんｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区弥生台16-1 045-435-5570

にしいｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区弥生台20-24 045-443-6722

やよい台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区弥生台51-12 045-812-0908

(医)順神会横浜緑園丘の上ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区新橋町53-1 045-810-0250

(医)鵬友会湘南泉病院 横浜市泉区新橋町1784 045-812-2288

(医)かねむらｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区中田北2-6-14 ｱｲｴｲﾁﾋﾞﾙⅡ1F-B 045-805-6685

医療生協かながわ生活協同組合中田診療所 横浜市泉区中田東3-3-27 045-802-2840

(医)健齢会ふれあいｸﾘﾆｯｸ泉 横浜市泉区中田南4-3-23 045-803-3221

(医)小林内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区中田南2-2-2 045-801-2551

(医)水尾会みずおｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区中田南3-9-1 ｳｨｽﾃﾘｱ館1F 045-805-3081

應天堂内科中田町ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区中田南3-6-1 希光ﾋﾞﾙ2F 045-800-3330

さいとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区中田南3-2-21 ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ中田1F-1 045-800-5550

みやざわ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区中田西1-1-27 ﾈｸｽﾄｱｲ2階 045-410-7440

(医)光陽会横浜いずみ台病院 横浜市泉区和泉町7838 045-806-1133

(医)塩田医院 横浜市泉区和泉町6224-6 045-804-6655

(医)順神会ばんどうｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区和泉町514-8 045-800-3934

(医)純正会こが内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区和泉町334-12 045-804-2205

はた胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区和泉町5732-9 光南ﾋﾞﾙ3F 045-806-0301

横浜市泉区

25



当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

安藤医院 横浜市泉区和泉町6214番1 相鉄いずみ野駅北口ﾋﾞﾙ2階 045-392-3136

杉ﾉ木石田診療所 横浜市泉区下飯田町1786 045-802-3455

(医)孔雀会湘南お茶の水ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区上飯田町1221-1 045-800-6151

(医)恵友会みやざわ医院 横浜市泉区上飯田町2670-32 045-803-5050

板倉医院 横浜市泉区上飯田町1107-1 045-804-6631

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

柏木医院 横浜市泉区和泉中央南1-37-7 045-802-8253

みたに内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市泉区和泉中央南3-1-66 ﾌｫﾚｽﾄいずみ中央 045-806-5067

(医)淳正会立場医院 横浜市泉区和泉中央北2-2-30 045-802-8332

(医)ﾋｰﾘﾝｸﾞﾊｰﾄﾎﾜｲﾄﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘西2-6-2 045-905-1181

(医)松田ｸﾞﾙｰﾌﾟ松田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘西2-6-3 045-909-0130

(医)けいしん会いとう横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘2-17-2 ﾄｰｽﾄたまﾌﾟﾗｰｻﾞ1F 045-902-9201

(医)慶忠会うしく整形外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘1-13-1 045-904-6937

有本小児科内科 横浜市青葉区美しが丘2-20-18 ﾄﾞﾑｽ有本101 045-901-6870

小澤ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘1-9-1 平野ﾋﾞﾙ2F 045-902-1154

桑原ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘3-32-5 045-901-1234

ひろた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘1-23-1 045-905-2401

吉武ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘2-17-12 045-901-1622

横浜内科おなかｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区美しが丘2-14-4 KMﾋﾞﾙ2F 045-901-2232

(医)高田内科胃腸科医院 横浜市青葉区新石川2-15-11 045-901-2348

あざみ野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区新石川1-14-6 045-901-6545

新石川ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区新石川1-7-1 ｸﾞﾗﾝｹｱあざみ野1F 045-905-5266

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

とくうえ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区新石川3-15-16 TMIﾋﾞﾙ202 045-910-0115

(医)ゆうあい会土屋記念ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区新石川1-9-8 ｱｲｹｰﾋﾞﾙ1階 045-911-3232

たまﾌﾟﾗｰｻﾞいとう泌尿器科 横浜市青葉区新石川2-2-2 FUJIKYU3階 045-910-5115

田園都市高血圧ｸﾘﾆｯｸかなえ 横浜市青葉区新石川3-15-3 2F 045-913-0505

(医)博慈会青葉さわい病院 横浜市青葉区元石川町4300 045-901-0025

藤本内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区荏子田2-2-6 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾋﾞﾙ2F 045-903-0033

よしむら内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区荏子田1-3-3 045-902-1121

順伸ｸﾘﾆｯｸ小児科･眼科 横浜市青葉区荏子田2-2-9 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾋﾞﾗ2F 045-902-8818

(医)愛希会あざみ野おさかべｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野2-9-11 ｻﾝｻｰﾗあざみ野ﾋﾞﾙ3F 045-902-3033

(医)健生会長浜医院 横浜市青葉区あざみ野4-2-4 ﾑ･ｳ21ﾋﾞﾙ 045-901-2525

(医)ほたるいか横浜青葉脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野1-7-1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾜﾝあざみ野2F 045-905-2272

(医)緑十字ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野2-19-10 045-902-3220

(医)三和会K･ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野2-7-11 ﾌﾟﾗｾｰﾙ･ヴｨﾗB1F 045-903-4108

柴田医院 横浜市青葉区あざみ野1-31-1 045-904-5226

横浜市青葉区
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西川内科医院 横浜市青葉区あざみ野1-26-10 ｷｬｯｽﾙあざみ野101 045-901-1241

(医)ﾘﾌﾞｳｪﾙ橋本内科･循環器内科 横浜市青葉区あざみ野2-30 あざみ野三規庭2F 045-905-2530

横山内科･消化器科 横浜市青葉区あざみ野1-8-2 あざみ野ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ4F-2 045-902-0711

● 横浜総合病院あざみ野健診ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野2-2-9 あざみ野第3ﾋﾞﾙ4F 045-522-6300

(医)武田ｸﾘﾆｯｸあざみ野坂の上ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野南2-14-4 045-509-1024

(医)明芳会江田記念病院 横浜市青葉区あざみ野南1-1 045-912-0111

あいｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野南2-6-29 045-913-1360

ささき内科･消化器内科 横浜市青葉区あざみ野南4-5-1 045-911-1115

荘太郎ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区あざみ野南2-1-21 ﾍﾞｵﾗﾌﾟﾚｲｽ2F 045-914-7177

徳岡ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区荏田町477 045-911-6000

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

横浜新都市脳神経外科病院 横浜市青葉区荏田町433 045-911-2011

ありがｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区荏田西5-7-11 045-482-4258

むらたｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区荏田西2-14-5 045-910-6652

あおば江田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区荏田北3-7-35 SKﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F 045-914-0051

(医)嶮山ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区すすき野3-1-10 045-901-7766

河合医院 横浜市青葉区すすき野2-6-12 045-902-5001

(医)康悦会ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸあざみ野 横浜市青葉区黒須田33-5 ﾀｳﾝｺｰﾄあざみ野1F 045-978-0455

(医)杉原ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区市ヶ尾町1154-2 東急ﾄﾞｴﾙ市が尾ﾌﾟﾗｰｻﾞﾋﾞﾙ1F 045-972-6160

(医)西山内科皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区市ヶ尾町1062-5 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ森1F 045-971-3010

(医)吉田会吉田内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区市ヶ尾町1075-1 045-972-7711

(医)市ｹ尾病院 横浜市青葉区市ヶ尾町23-1 045-511-7811

内野医院 横浜市青葉区市ヶ尾町330 045-971-1048

永楽整形外科ﾘｳﾏﾁ科 横浜市青葉区市ヶ尾町1169-9 045-971-1114

きくち内科 横浜市青葉区市ヶ尾町1167-1 045-532-5941

松本ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区市ヶ尾町518-1 東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ市ヶ尾南101 045-978-1166

しろくま内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区市ヶ尾町1156-6 ﾏｽﾄﾗｲﾌ市が尾1F 045-973-7755

さいた脳神経･糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区市ヶ尾町25-6 ﾋﾞｵﾗ市ヶ尾1F 045-532-4726

(医)薫花会ふるた内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区鉄町57-1 045-979-1301

(医)直心会ﾃﾗｽ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区新石川2-1-15 たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ ﾘﾝｸﾌﾟﾗｻﾞ3F 045-910-1170

なるみや内科 横浜市青葉区鴨志田町509-1 中谷都第三ﾋﾞﾙ201号 045-962-7219

(医)桂台桂台内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区桂台1-21-6 1F 045-960-3877

松風台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区桂台2-1-2-2階 045-962-1177

(医)慶萩会おかｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区奈良町2913-1-107 045-960-6066

林内科医院 横浜市青葉区奈良町1670-79 045-962-8377

(医)恵友会緑協和病院 横浜市青葉区奈良町1802 045-962-6666

渡辺医院 横浜市青葉区奈良町1670-44 045-962-8126

(医)善岳会こどもの国安西ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区奈良1-3-5 こどもの国KSﾋﾞﾙ1F 045-960-5655
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のぐち内科･糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区奈良1-18-1 ｱｺﾞｰﾗ201 045-511-7883

ふじた内科こども医院 横浜市青葉区上谷本町723-1 045-979-2868

(医)後藤会藤が丘南口ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区藤が丘2-5-5 F･GARE3F 045-973-0551

● (医)ﾕﾆﾒﾃﾞｨｺさとう内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区藤が丘1-28-20 ﾌｧﾐｰﾕ2F 045-532-4238

大越ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区藤が丘2-4-3 藤が丘会館3F 045-978-5511

荻原医院 横浜市青葉区藤が丘1-44-8 045-973-3399

上條整形外科皮膚科医院 横浜市青葉区藤が丘1-14-72 045-973-1567

ﾑﾗﾔﾏ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区藤が丘1-28-17 T-BOX藤が丘3F 045-978-5152

山本内科循環器医院 横浜市青葉区藤が丘2-19-1 ﾍﾞﾙｴｰﾙ藤が丘1A 045-971-6088

河村内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区藤が丘2-31-20 045-507-5255

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

● (医)一成会たちばな台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区たちばな台2-7-1 045-961-7835

(医)啓佑会宮本内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区みたけ台3-18 ﾊﾟﾙｺｰﾄｲｲﾀﾞ101 045-978-5052

漢一診療所 横浜市青葉区みたけ台44-1 ｸﾞﾚｲｽﾑﾗﾀ1F 045-973-3252

菊池医院 横浜市青葉区梅が丘9-6 045-971-6274

かしま内科･循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区しらとり台1-10 岡部ﾋﾞﾙ1F 045-981-1171

(医)芳明会あおば胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区つつじが丘24-58 045-982-5080

つつじが丘診療所 横浜市青葉区つつじが丘11-4 045-981-3115

原内科医院 横浜市青葉区つつじが丘30-1 045-981-1115

(医)康心会清水内科医院 横浜市青葉区青葉台1-28-2 045-981-7231

(医)親裕会 白鳥整形外科 横浜市青葉区青葉台2-9-10 第3ﾌｼﾞﾓﾄﾋﾞﾙ3F 045-982-7090

岩谷産婦人科医院 横浜市青葉区青葉台1-13-11 045-981-3211

中山医院 横浜市青葉区青葉台1-6-13 045-983-3621

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

ﾘﾑｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区青葉台1-29-2 ﾙﾌﾟﾙﾐｴ2F 045-983-5600

いまむらﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区榎が丘1-5 青木ﾋﾞﾙ4F 045-984-3053

えのきがおか内科医院 横浜市青葉区榎が丘11-3 045-981-6272

(医)川瀬医院 横浜市青葉区田奈町45-6 045-981-3111

(医)染谷医院 横浜市青葉区田奈町77-66 045-984-1100

田奈駅前ことり内科 横浜市青葉区田奈町15-4 田奈駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 045-532-9368

池田医院 横浜市青葉区恩田町3032-12 045-982-2525

(医)聖和会横田内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区松風台13-5 ﾗｲﾑﾗｲﾄ松風台3 045-984-7755

(医)緑栄会田園都市整形外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区松風台13-5 ﾗｲﾑﾗｲﾄ松風台3-1F 045-989-1611

(医)仁徳会上林ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川1-15-8 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ中川203 045-912-0136

(医)蓬莱中川駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川1-11-25 045-910-5292

かずき内科中川駅前ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川1-19-23 045-914-4159

しんぼこどものｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川1-21-20 045-913-0501

横浜市都筑区
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みたに内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川1-14-10 ｵｰﾙﾒﾝﾋﾞﾙ1F 045-910-0933

山口医院 横浜市都筑区中川1-5-9 045-912-2188

(医)玉喜会横浜つづきｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川1-20-18-204 045-913-5062

(医)匠光会深澤りつｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-28-20 CKﾋﾞﾙ3F 045-914-6330

(医)ｾﾝﾀｰ北伊藤内科 横浜市都筑区中川中央1-39-29 ｸﾞﾚｲｽﾏﾝｼｮﾝ207 045-910-1108

(医)都筑会つづきﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-2-1 ヴｧﾝｸｰﾙｾﾝﾀｰ北4F 045-910-0234

(医)向日葵ｾﾝﾀｰ北駅前ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-28-20 CKﾋﾞﾙ2F 045-910-6222

ｾﾝﾀｰ北ねがみｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-33-19 045-911-7111

ｾﾝﾀｰ北ﾕｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-29-24-3B 045-910-1313

坊ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-31-1 ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ港北5F 045-911-5355

ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-39-44-203 045-913-1333

(医)正友会浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区荏田東4-3-19 045-942-7783

(医)ﾋｭｰﾏﾝﾄﾗｽﾄｸﾘﾆｯｸすずき 横浜市都筑区荏田東4-8-5 ﾌﾟﾗｻﾞ都筑1F 045-948-3306

片山ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区荏田東3-6-4 045-941-6663

弘中内科小児科 横浜市都筑区荏田東3-6-7 045-941-6556

(医)大野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区荏田南5-1-18 ﾌﾟﾗｻﾞ志村102 045-942-7771

小川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区荏田南3-37-15-2F 045-943-6566

(医)すみれ会小林ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区すみれが丘38-31 045-592-0041

すみれが丘ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区すみれが丘6-3 045-592-5050

(医)ｹｱﾈｯﾄ北山田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区北山田2-3-7 ｳｴｽﾄｽｸｴｱ 045-719-7620

(医)創光会松浦内科 横浜市都筑区北山田1-7-1 ｿﾆｯｸｽ171-101 045-593-1166

(医)山下小児科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区北山田3-18-15 045-593-9770

港北ｴﾇﾃｨｰｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区北山田7-12-20 KNTCﾋﾞﾙ2F 045-593-0505

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

東山田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区東山田町281 045-591-4273

岸胃腸内科外科 横浜市都筑区南山田町4614 045-592-6246

水野ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区南山田町4258 045-593-4040

港北ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区大棚町3001-8 045-595-2660

(医)祐弘会南山田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区南山田2-18-2-1F 045-590-5766

(医)おやま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-1 ﾀｳﾝｽｸｴｱ2F 045-944-1313

(医)山崎会 山崎消化器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央24-3 太光ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 045-944-3077

ｾﾝﾀｰ南駅前内科おなかｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1 ｻｳｽｳｯﾄﾞ3F 045-507-7522

ｾﾝﾀｰ南ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ｹ崎中央8-36 松本ﾋﾞﾙA-201 045-943-3700

医療法人社団圭庄会 ただ内科 横浜市都筑区茅ヶ崎中央51-1 ﾍﾞﾙヴｨﾙ茅ヶ崎4F 045-949-5178

ﾋﾟｭｱﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央7-19 ｾﾝﾀｰ南ﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ3F 045-949-0755

港北ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ｹ崎中央1-2 ｾﾝﾀｰ南駅光ﾋﾞﾙ4階 045-943-5810

(医)松井会松井ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区勝田町324-3 045-591-2655

内科･消化器科林医院 横浜市都筑区勝田町1297 045-942-3302
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田﨑医院 横浜市都筑区新栄町14-1 045-592-8970

(医)大山ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ｹ崎南5-1-10 ﾉｰﾌﾞﾙ茅ｹ崎 045-941-7171

あいかわｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ヶ崎南5-4-17 045-479-7046

桜並木医院 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-11-2 045-947-1772

(医)おおくぼ小児科 横浜市都筑区仲町台5-2-11 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞS1F 045-941-2276

(医)くまべ循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区仲町台1-32-10 ｱｰﾍﾞｲﾝ仲町台1F 045-948-5338

(医)常盤会森田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区仲町台5-7-7 ﾎﾞﾅｰｼﾞｭ横浜2F 045-942-0001

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

(医)ほがらか会仲町台駅前まつのぶｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区仲町台1-2-20 ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ202号室 045-943-3377

(医)朝菊会ｸﾘﾆｯｸ池辺 横浜市都筑区池辺町2218 045-941-1118

医療法人身心霊整合性医療会 ｻｲ･ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区池辺町2443-1 045-933-1887

つづきの家診療所 横浜市都筑区佐江戸町509-6 045-937-6065

佐江戸内科循環器科 横浜市都筑区佐江戸町823-1-101 045-350-8392

(医)川和ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区川和町995-5 045-934-1114

(医)若葉会つづき病院 横浜市都筑区川和町2674-83 045-941-3380

林ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区川和町104 大谷ﾋﾞﾙ1FA号 045-929-1198

村上内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区川和町1236-1 045-929-0070

(医)葛が谷つばさｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区葛が谷4-14 045-945-2772

(医)靖和会いしわ内科皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区葛が谷8-10 ふれあいの丘駅前ﾋﾞﾙ3F 045-342-7880

(医)田園会ﾃﾞﾝｴﾝｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区葛が谷10-8-1F 045-942-3939

(医)斉木ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区高山1-45 沖商事ﾋﾞﾙ102号 045-941-0082

川崎ひのわｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区本町1-8-2 ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ3階 044-223-1145

松田内科医院 川崎市川崎区堀之内町10-24 044-222-2230

入江医院 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ 044-222-2026

稲葉医院 川崎市川崎区砂子1-5-22 044-233-2631

川崎おおつか内科･消化器内科 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ4F 044-211-7722

三島ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区駅前本町5-2 大星川崎ﾋﾞﾙ6F 044-245-0200

おおしま内科 川崎市川崎区駅前本町14-6 ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎3階･4階 044-221-5577

川崎健診ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区駅前本町10-5 ｸﾘｴ川崎7階･8階 044-211-1201

あべｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区駅前本町4-7 3F 044-222-5558

畑医院 川崎市川崎区宮前町5-1 044-222-3455

川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1 044-233-5521

阿部医院 川崎市川崎区貝塚1-9-10 044-222-3450

由井ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区貝塚2-4-19 044-233-0074

内科小児科宮島医院 川崎市川崎区池田2-7-4 044-322-2083

ささきｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区池田1-6-3 2階 044-223-7206

● 川崎ﾍﾙﾁｪｯｸｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区日進町1-11 川崎ﾙﾌﾛﾝ8F 0570-012-489

川崎市川崎区
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太田総合病院 川崎市川崎区日進町1-50 044-244-0131

馬嶋病院 川崎市川崎区日進町24-15 044-244-5611

● 宮川病院 川崎市川崎区大師駅前2-13-13 044-222-3255

平安医院 川崎市川崎区藤崎4-19-15 044-288-4031

協同ふじさきｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区藤崎4-21-2 044-270-5131

ｷﾉﾒﾃﾞｨｯｸｸﾘﾆｯｸ川崎 川崎市川崎区藤崎3-6-1-1F 044-280-6175

野田医院小児科内科眼科 川崎市川崎区藤崎1-1-3 044-244-6561

青山ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区伊勢町25-3 044-233-9320

● 総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島3-13-1 044-233-9336

なかじまｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区中島3-9-9 044-244-0205

港町つばさｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区港町5-2 ﾘｳﾞｧﾘｴB棟104号 044-211-8866

門前外科医院 川崎市川崎区東門前1-14-4 044-266-8029

和田内科医院 川崎市川崎区東門前3-1-6 044-288-3353

大師診療所 川崎市川崎区大師町6-8 044-266-5744

さくら中央ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区大師本町9-11 044-201-7721

鈴木医院 川崎市川崎区田町1-6-15 044-288-5620

AOI国際病院 川崎市川崎区田町2-9-1 044-277-5511

昭和医院 川崎市川崎区出来野7-20 044-288-3381

川崎大師いしまる内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区観音2-10-6 第3忠ぶねﾋﾞﾙ1F 044-201-1421

いしい医院 川崎市川崎区桜本2-4-9 044-288-5320

髙良医院 川崎市川崎区大島3-15-17 044-222-5808

渡辺外科内科医院 川崎市川崎区大島2-17-16 044-222-8089

花田内科胃腸科医院 川崎市川崎区大島4-16-1 044-245-8811

森田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区大島5-10-5 044-210-3336

村上外科医院 川崎市川崎区大島1-5-14 044-244-3308

田辺医院 川崎市川崎区大島上町1-10 044-322-5933

第一ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区渡田新町2-3-5 044-344-5232

(医)啓和会野末整形外科歯科内科 川崎市川崎区小田5-1-3 044-355-1561

熊谷医院 川崎市川崎区小田5-28-15 044-322-5957

川崎七福診療所 川崎市川崎区小田1-1-2 ｿﾙｽﾃｨｽ京町ﾋﾞﾙ4F 044-329-1122

竹内ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区京町2-24-4 ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ111 044-366-0681

京町診療所 川崎市川崎区京町2-15-6 神和ﾋﾞﾙ 044-333-9516

京町ｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区京町1-9-11 044-344-0660

飯塚医院 川崎市川崎区京町2-14-2 044-333-6777

日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通1-2-1 044-333-5591

市電通りごうだｸﾘﾆｯｸ 川崎市川崎区田島町23-1 ﾗｳﾞｨｰﾚ浜川崎1階 044-223-6300

東扇島診療所 川崎市川崎区東扇島78 福利厚生ｾﾝﾀｰ2F 044-281-1414

川崎市幸区
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佐々木内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区小向町3-21 044-511-5855

橋爪医院 川崎市幸区戸手2-3-12 044-522-0415

田村外科病院 川崎市幸区戸手1-9-13 044-544-6111

関ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区幸町3-7 044-555-2729

米田医院 川崎市幸区中幸町3-13 044-511-5375

ゆみﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区中幸町1-18-5-2F 044-201-8777

ｱﾙﾌｧﾒﾃﾞｨｯｸ･ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区堀川町580-16 川崎ﾃｯｸｾﾝﾀｰ8F 044-511-6115

川崎ﾘｳﾏﾁ･内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎222 044-272-8221

ましも内科循環器内科 川崎市幸区南幸町2-26-12 044-541-4560

森田医院 川崎市幸区南幸町3-14 044-556-7788

川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区南幸町1-27-1 044-544-1020

おさないｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区南幸町2-80 KS紅屋ﾋﾞﾙ4F 044-542-8110

いきいきｸﾘﾆｯｸ 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

川崎中央ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区神明町2-68-7 044-511-6333

黒瀬ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区神明町2-1-1 044-533-1711

植村内科医院 川崎市幸区戸手本町1-44-5-1F 044-533-8105

松葉医院 川崎市幸区塚越2-159 044-522-1678

川崎くらかた胃腸内科 川崎市幸区塚越4-314-2 044-223-8006

みつや内科診療所 川崎市幸区古川町120 044-533-3000

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎 044-556-2720

まつの内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区新川崎5-2 ｼﾝｶﾓｰﾙ3F 044-589-0207

川崎ｾﾂﾙﾒﾝﾄ診療所 川崎市幸区古市場2-67 044-544-1601

関口医院 川崎市幸区古市場1-21 044-511-4001

ﾅｶｵｶｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区下平間38 044-544-1266

石永医院 川崎市幸区下平間130 044-511-6835

南武医院 川崎市幸区下平間205 044-522-2233

まつやまｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区下平間341 ﾚｵﾅⅢ2F 044-520-3212

千梨内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区下平間359 ﾚｵﾅⅤ201 044-272-8088

ﾊﾟｰｸｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区小倉1-1  ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ棟217 044-541-6161

柁原医院 川崎市幸区小倉3-23-4 044-588-6288

木村整形外科 川崎市幸区小倉1-3-14 044-599-9111

たくま幸ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区小倉3-28-12 ｼｬﾘｵ佐野1F 044-588-0020

小倉かとう内科 川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎209号 044-580-4114

生駒ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区南加瀬4-27-6 044-599-5611

南加瀬ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区南加瀬2-6-8 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F 044-588-1166

うちやま南加瀬ｸﾘﾆｯｸ内科･内視鏡内科 川崎市幸区南加瀬3-5-3 ﾄｷﾜｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階 044-588-7722

髙取内科医院 川崎市幸区矢上13-6 044-580-3132

高橋ｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区北加瀬2-7-20 044-588-1216
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はとりｸﾘﾆｯｸ 川崎市幸区鹿島田1-8-33 はとりﾋﾞﾙ3F 044-522-0033

あむろ内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上丸子八幡町796 044-430-5520

田中内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新丸子東1-774 044-434-2211

新丸子整形外科 川崎市中原区新丸子東1-831 KAHALAEAST1 2F 044-422-7158

こすぎ駅前ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ﾋﾞﾙ1F 044-431-8833

むさし小杉内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階 044-430-4159

武蔵小杉ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F 044-872-9876

さくらｸﾘﾆｯｸ武蔵小杉内科･小児科 川崎市中原区新丸子東3-1100-14 ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ武蔵小杉2F 044-750-0303

ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新丸子東1-826 新丸子東口ﾋﾞﾙ1F 044-433-0111

山出内科 川崎市中原区新丸子町727-1 044-722-9007

前田医院 川崎市中原区新丸子町765 044-722-3750

山口外科 川崎市中原区新丸子町745-3 044-733-4874

荒田内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新丸子町747 ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F 044-739-5500

松本ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区丸子通2-441 044-738-2230

中村医院 川崎市中原区下沼部1930 044-411-5188

亀谷内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区中丸子361 044-411-0011

平間ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区中丸子589-11 044-431-0802

小杉内科ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区中丸子13-21 LROCKSﾋﾞﾙ2F 044-789-5444

菊岡内科医院 川崎市中原区田尻町35 044-511-2785

中橋ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区北谷町51-9 044-555-5553

内田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区市ﾉ坪223 ｽｶｲ来夢101 044-431-0148

武蔵小杉おさだ内科 川崎市中原区市ﾉ坪449-3 044-789-8630

もくぼ内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月住吉町2-25 ｴﾊﾞﾋﾞﾙ2 4階 044-281-8415

宇藤内科医院 川崎市中原区苅宿24-37 044-411-4463

野口ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区西加瀬16-10 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉 044-431-3303

綾部内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月1-23-7 044-433-3377

元住吉ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月2-12-18 044-422-4077

みやぎ内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月3-25-10 044-430-3141

住吉診療所 川崎市中原区木月3-7-3 044-411-8605

毛利医院 川崎市中原区木月3-5-33 044-411-2757

宮尾ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月1-6-14 044-411-2200

徳植医院 川崎市中原区木月1-2-24 044-430-1233

豊﨑医院 川崎市中原区木月1-31-10 044-411-3493

元住吉こころみｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月1-28-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F 044-789-8881

もとすみ内科･胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月1-33-15 044-434-2525

澤口内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月祇園町14-16 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116 044-431-0717

久保田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区木月祇園町15-1 044-431-1238

川崎市中原区
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中島ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区井田中ﾉ町8-36 044-751-2126

川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1 044-766-2188

さかもと内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区井田1-36-3 044-740-5511

ほしおか内科･消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区井田三舞町3-5 044-755-5110

神保内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 044-753-2281

すずむらｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区下小田中3-31-1 ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ 1F 044-741-2131

上杉ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区下小田中1-15-33 044-766-7171

たかはし内科 川崎市中原区下小田中1-3-6 JOJﾋﾞﾙ1F 044-740-2717

むさし整形外科 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 044-797-6221

山高ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区下小田中2-33-39 044-750-2323

なかはら内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区下小田中3-30-3 044-797-5556

武蔵中原しくらｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区下新城2-1-38 ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101 044-753-1126

回生医院 川崎市中原区新城中町2-10 044-777-3772

京浜総合病院 川崎市中原区新城1-2-5 044-777-3251

宮崎医院 川崎市中原区新城3-13-8 044-766-4205

春原内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新城3-2-13 044-741-3010

大迫内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区新城2-15-2 044-777-6453

おばな内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上新城2-4-8 044-753-1003

やまだ内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上新城1-2-28-201 044-740-1313

はる内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上新城2-11-25  3F 044-752-0011

ﾊｳｽﾞｸﾘﾆｯｸ渡辺内科 川崎市中原区宮内1-8-3 044-799-0660

さかね内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区宮内2-12-1 044-740-7781

ﾎﾟﾌﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上小田中3-29-2 ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F 044-751-8808

つちや内科･循環器内科 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

だんのうえ眼科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上小田中3-23-34 ﾒﾃﾞｨ中原ﾋﾞﾙ3F 044-777-7700

おくせ医院 川崎市中原区上小田中1-26-1 ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101 044-751-1575

武蔵中原まちいｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上小田中6-23-10 小川ﾋﾞﾙ1F 044-739-8010

はらｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区上小田中6-26-3-2F 044-281-0117

柴﨑整形外科 川崎市中原区小杉町1-529-15 044-711-0120

のなみｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区小杉町1-547-83 044-711-2555

塚原ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区小杉町1-529 STEPS-3  1F 044-738-1616

加藤順ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区小杉町3-441-1 ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤2F 044-272-7201

さとうｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区小杉町3-8-6 ﾌﾟﾘｰｽﾄ武蔵小杉1階 044-722-6061

むらた内科ｸﾘﾆｯｸ 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

岡島ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区今井南町21-35-102 ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ1階A 044-722-1222

たむらｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区今井西町12-14 柳田ﾋﾞﾙ1F 044-738-3855

神田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市中原区今井上町4-4 ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F 044-711-5730

小杉外科内科医院 川崎市中原区小杉御殿町2-88 044-722-5736
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溝の口ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区溝口1-12-20 ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ2F 044-833-8001

住永ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区溝口2-6-26 ｱｽﾞﾏﾔ栄橋ﾋﾞﾙ2F 044-844-2838

洲之内内科 川崎市高津区溝口1-13-16-102 044-820-1781

宮川内科医院 川崎市高津区溝口1-6-1 044-822-7527

優ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区溝口3-7-1 ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ4F 044-850-8341

鈴木医院 川崎市高津区溝口2-18-46 044-822-3065

三輪内科おなかｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区溝口5-24-8 044-328-5861

高津中央ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区溝口1-16-3 044-822-1278

高津内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区二子3-33-20 044-829-3075

窪田医院 川崎市高津区二子5-10-1 044-822-3212

二子ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区二子1-11-15 044-812-1717

二子新地ひかりこどもｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区諏訪1-3-15 FMﾌﾗｯﾄ1F 044-844-9058

はっとりﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区北見方2-16-1 高津ゆうあいﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F 044-455-7341

廣津医院 川崎市高津区久本3-6-1-212 044-822-1933

高山ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区久本3-2-3 ｳﾞｪﾙﾋﾞｭｰ溝の口 044-850-3334

つるや内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区久本1-6-5 044-871-0814

溝の口慶友ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区久本3-1-31 U-LAND溝ﾉ口ﾋﾞﾙ4F 044-850-8080

みぞのくちﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区久本3-14-1-1F 044-829-1002

坂戸診療所 川崎市高津区坂戸1-6-18 044-822-2710

KSPｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSPﾋﾞﾙ西503 044-829-1153

溝の口胃腸科･内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区坂戸1-6-20 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ･ﾍﾞｲ溝の口1F 044-850-0330

梶ヶ谷ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区末長1-23-17 梶ヶ谷Jﾋﾞﾙ1F 044-877-0608

福住医院 川崎市高津区末長3-12-3 044-888-1161

そめや内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区末長1-45-1 秋本ﾋﾞﾙ1F 044-712-3366

梶が谷駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷MALL6F 044-872-8452

片倉病院 川崎市高津区新作4-11-16 044-866-2151

田園都市溝の口つつじ内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区新作3-1-4 044-860-3101

あおば内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区梶ｹ谷6-2-8 044-865-8855

千年診療所 川崎市高津区千年新町29-5 044-766-2885

いずみ泌尿器科皮ﾌ科 川崎市高津区千年301-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｽﾓ千歳203 044-751-7100

桐村医院 川崎市高津区千年200-5 044-777-0005

しまむらｸﾘﾆｯｸ 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

伊藤医院 川崎市高津区久末1894 044-766-9335

福西内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川2F 044-752-2011

大久保ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区東野川2-36-5 044-754-7760

野川整形外科 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川1F 044-777-2811

成宮医院 川崎市高津区東野川1-17-5 044-766-1701

川崎市高津区
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久地さとう医院 川崎市高津区宇奈根637-5 044-850-9925

久地診療所 川崎市高津区久地4-19-8 044-811-7771

内田内科 川崎市高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ1F 044-833-0140

村川内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区久地4-24-5 新川屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階 044-455-5516

渡辺ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区下作延2-9-10 044-865-3450

津田山ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区下作延6-4-1 044-850-8424

武井ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区下作延2-7-26 ｼﾃｨｰﾌｫｰﾗﾑ溝ﾉ口101号 044-861-0950

木暮ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区下作延2-4-3 044-870-7710

国島医院 川崎市高津区下作延3-22-7 044-877-3871

長瀬ｸﾘﾆｯｸ 川崎市高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷2F 044-870-5225

● 京浜保健衛生協会診療所 川崎市高津区上作延811-1 044-330-4567

関口内科医院 川崎市多摩区菅2-8-27 第一平山ﾋﾞﾙ1階 044-946-0037

西村ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅2-4-2 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202 044-944-2260

稲田堤ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅2-15-5 044-945-0160

ｺﾊﾙ内科 川崎市多摩区菅4-1-1 ｺﾝﾄﾗｲ101号 044-949-1555

てづか内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅1-5-12 ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤1A 044-281-3266

稲田堤駅前脳神経外科内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅稲田堤1-17-28-201 044-712-3667

前原医院 川崎市多摩区菅馬場1-1-27 044-944-7000

大倉消化器科外科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 044-969-7017

つじ内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 044-966-7666

ことぶきｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 044-952-5037

あいｸﾘﾆｯｸ産婦人科･小児科 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 044-969-7055

稲田小児科医院 川崎市多摩区菅北浦2-2-24 044-944-3828

土井医院 川崎市多摩区菅北浦4-11-25 044-945-7155

多摩ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区布田2-24 044-944-2558

中野島診療所 川崎市多摩区中野島4-9-1 044-911-2488

中野島北口ｺｶﾞﾜｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区中野島6-26-2 F&Fﾊｲﾑ2F 044-934-6872

牧野ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区中野島3-27-34 ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ7番館1F 044-931-6677

藤田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区中野島3-14-37 044-930-7717

中野島小児科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区中野島6-22-9 044-922-3505

中野島糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島ﾒﾃﾞｨｶﾙヴｨﾚｯｼﾞA 2F 044-281-8817

中村医院 川崎市多摩区登戸新町358-1 044-911-2516

やまもとｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸新町404 古谷ﾋﾞﾙ3F 044-900-8760

鈴木内科医院 川崎市多摩区登戸新町188 044-911-4347

多摩ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸新町337 ｴﾆｰﾋﾞﾙ1F 044-930-5556

登戸内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸新町434 044-930-1050

公文内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸1792-2 ｱﾑｸﾚｽﾄ向ヶ丘1階 044-911-2017

川崎市多摩区
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岡野内科医院 川崎市多摩区登戸1737 044-911-2007

向ヶ丘久保田内科 川崎市多摩区登戸2708-1 YMﾋﾞﾙ3F･4F 044-932-0161

あさい内科医院 川崎市多摩区登戸538 044-933-8877

こう内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸2766-5 SKﾋﾞﾙ101 044-930-7731

向ヶ丘胃腸･肛門ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸2662-1 ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園3F 044-911-0407

登戸ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸1856-10 松鷹ﾋﾞﾙ101 044-328-5760

登戸ﾊﾅﾐｽﾞｷ内科 川崎市多摩区登戸2428 Noborito Gate Building4F 044-712-5720

すずき内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸2130-2 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208 044-281-0201

たけやま呼吸器･内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区登戸2427-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾀﾅｶ3F 044-911-1181

登戸なかたに消化器･糖尿病内科 川崎市多摩区登戸2565-1 044-900-3388

石原内科医院 川崎市多摩区宿河原3-10-3 ｾﾙｼｵITO 044-932-3822

本橋内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区宿河原3-1-6 044-911-2345

かじもと整形外科 川崎市多摩区宿河原4-28-8 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ宿河原1F 044-930-5678

久保田診療所 川崎市多摩区宿河原4-21-23 044-911-4417

高橋ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区堰3-5-14 044-822-8319

かえでﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区長尾5-2-2-101 044-930-0330

西根医院 川崎市多摩区枡形1-8-38 044-922-7111

黒須内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区長沢4-2-9 ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｧﾚｰ松沢207 044-977-0650

土屋医院 川崎市多摩区南生田1-12-2 044-953-2636

大森医院 川崎市多摩区南生田7-20-21 044-911-9290

須田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区南生田4-20-2 044-969-1211

南生田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区南生田4-11-8 044-948-5677

山崎ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区西生田3-26-7 044-955-1331

原田内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区西生田4-16-24 044-955-5261

水上内科医院 川崎市多摩区西生田3-9-26 ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ2F 044-966-3004

岸内科胃腸科医院 川崎市多摩区西生田2-2-5 044-966-3256

読売ﾗﾝﾄﾞ前すわｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区西生田1-8-1-102 044-712-5938

中村ｸﾘﾆｯｸ 川崎市多摩区生田6-6-5 ｶｰｻﾋﾟﾉ1F 044-966-8711

北見整形外科 川崎市宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F 044-788-1121

風の道ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区野川台3-7-1 044-754-1733

本村医院 川崎市宮前区東有馬5-24-1 044-870-0233

きたじま内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区東有馬5-1-2 044-750-0700

有馬病院 川崎市宮前区有馬3-10-7 044-866-3315

鷺沼診療所 川崎市宮前区有馬1-22-16 044-855-9977

さがらｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区有馬5-19-7-201 044-888-1171

原ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区鷺沼4-10-5 044-854-9133

田園都市ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区鷺沼1-22-7 ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ1F 044-888-9899

川崎市宮前区
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鷺沼人工腎臓石川ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区鷺沼1-10-3 044-855-8585

こにしｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区鷺沼1-3-13 044-888-0015

丸田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区鷺沼3-4-5 044-866-0088

河野医院 川崎市宮前区土橋3-3-4 044-854-3665

やがわ内科･消化器内科 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ1F 044-873-7530

福島内科医院 川崎市宮前区宮前平2-19-9 044-854-2750

三倉医院 川崎市宮前区宮前平2-15-15  Brillia宮前平201 044-854-2525

神奈川ひまわりｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区宮前平3-3-26 044-853-7001

K-ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区宮前平2-1-6 044-854-9929

宮前平内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区宮前平2-15-2 044-860-4119

鷺沼透光診療所 川崎市宮前区小台1-20-1 ｱﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ601･602号室 044-860-5100

東方医院 川崎市宮前区小台2-6-2 ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平3F 044-888-2137

宮前平健栄ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区小台2-5-2 宮前平ﾊｲﾂ2F 044-888-6600

宮前平すがのｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区小台2-6-6 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F 044-853-5333

北部市場ｸﾘﾆｯｸ 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

潮見台植木ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区潮見台6-7 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台103 044-976-9111

あおやぎ内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区菅生2-1-9 044-978-5561

五所塚診療所 川崎市宮前区五所塚1-21-4 044-911-6705

鎌田ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区平2-11-3 YOUﾋﾞﾙ1F 044-870-8081

おおたけﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区平1-1-4 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ2F 044-862-6225

いしだ内科外科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区平4-4-1 044-948-7461

宮前平ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ診療所 川崎市宮前区けやき平1-16-209 044-877-6067

みやびｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区南平台3-17 044-978-1765

鎌田ｸﾘﾆｯｸ南平台 川崎市宮前区南平台3-30 044-750-9493

山本内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区白幡台1-9-10 044-977-7688

小林外科胃腸科 川崎市宮前区神木本町2-2-17 044-877-3006

くりう内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区神木2-2-1 宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-2 044-862-7272

宮崎台ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区宮崎3-14-23 044-855-6535

もぎ循環器科内科医院 川崎市宮前区宮崎5-14-19 044-888-0066

たかはしｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区宮崎2-13-1 ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台1F 044-860-1555

ふたば内科眼科糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区宮崎2-10-2-2階 044-888-0077

大野医院 川崎市宮前区馬絹3-8-34 044-866-6259

小野田医院 川崎市宮前区馬絹6-22-14 第一ｹｰｴｰﾋﾞﾙ 044-854-8821

かねこｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区馬絹4-4-13 044-854-1611

好生堂医院 川崎市宮前区野川本町2-2-10 044-766-7539

馬目整形外科･内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区野川本町1-3-1 044-741-3601

佐治医院 川崎市宮前区南野川3-6-2 044-766-2525

野川ｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区野川台1-21-15 044-777-4941
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村上循環器科内科皮膚科 川崎市宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F 044-788-8586

● 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111

百合が丘すみれｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区細山2-8-7-1F 044-966-2538

光中央診療所 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘1-103 044-955-1955

新ゆりｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101 044-955-0661

あさおｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区万福寺1-8-10 044-955-9126

池内ｸﾘﾆｯｸ新百合ヶ丘内科･消化器内科 川崎市麻生区万福寺1-1-2 新百合ヶ丘駅前ﾋﾞﾙ4階405区画 044-455-6630

新百合山手福本内科 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206 044-955-8877

嶋﨑内科医院 川崎市麻生区千代ヶ丘8-1-1-202 044-951-0630

百合ヶ丘駅前ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区百合丘1-2-1 044-966-5272

吉松ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区百合丘1-16-2-301 044-954-1211

百合丘外科産婦人科 川崎市麻生区百合丘1-14-6 044-966-2596

いしだｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区百合丘2-7-1 044-955-0250

百合ヶ丘診療所 川崎市麻生区百合丘1-16-12 ｻﾝﾗﾌﾚ百合ｹ丘8-101 044-328-5998

ふるたｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区百合丘1-19-2 司生堂ﾋﾞﾙ1F 044-959-5116

みねき内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区東百合丘2-29-10 044-966-0765

たま日吉台病院 川崎市麻生区王禅寺1105 044-959-2005

川崎みどりの病院 川崎市麻生区王禅寺1142 044-955-1611

玉川内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区白山4-1-1-119 044-980-5531

あさお･百合ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区虹ヶ丘1-10-1 044-988-0037

米田胃腸科外科医院 川崎市麻生区王禅寺西1-24-1 044-955-5500

ごみぶちｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区王禅寺西5-1-30 1階B 044-959-3708

新ゆり内科 川崎市麻生区王禅寺西4-3-8 044-969-3001

王禅寺公園ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区王禅寺西3-27-7 044-712-5201

藤木内科医院 川崎市麻生区王禅寺東1-9-3 044-966-0107

ﾐｵ医院 川崎市麻生区王禅寺東5-1-5 044-986-5646

ゆうｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区王禅寺東5-2-9 044-986-1161

堀野ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区王禅寺東3-26-6 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ1F 044-955-0098

小林内科医院 川崎市麻生区上麻生1-9-10 044-951-0666

上麻生内科 川崎市麻生区上麻生2-11-21 044-951-9909

新ゆり整形外科 川崎市麻生区上麻生1-3-5 044-955-1154

あさお診療所 川崎市麻生区上麻生2-1-10 044-951-3940

新ゆり武内ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生1-3-5 044-959-3119

みぞぶちｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生6-9-2 ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F 044-980-0881

麻生ﾘﾊﾋﾞﾘ総合病院 川崎市麻生区上麻生6-23-50 044-981-6878

渡辺内科消化器科医院 川崎市麻生区上麻生4-34-5 044-969-0139

新百合ヶ丘ｽﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ｹ丘5F 044-966-1855

川崎市麻生区
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新百合健康管理ｾﾝﾀｰ 川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ｹ丘5F 044-959-3121

ﾕﾐｶ内科小児科ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生5-40-1 044-981-0227

柿生すずき内科循環器内科 川崎市麻生区上麻生5-23-6 044-988-5577

かきお駅前さいとうｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生6-39-35 1階 044-455-7079

おおたｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生6-31-1 ﾄﾞｳｪﾙｲﾅﾘﾔﾏ1F 044-989-5566

にもり内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区上麻生6-29-36 044-987-1177

ｷｳｲﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区下麻生3-23-28 044-281-4474

井上医院 川崎市麻生区白鳥3-6-12 044-987-1875

平井内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区五力田2-2-1-103 044-986-2013

きむら内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区五力田2-14-6 044-981-6617

新百合ヶ丘龍ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区古沢7 044-955-7231

新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古255 044-322-9991

池内ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区栗平2-1-6 小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F 044-981-3330

栗木台かわぐちｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区栗木台1-2-3 044-980-1516

はるひ野内科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 A棟-1F 044-981-0733

小田内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区原宿南1-9-1 042-851-2391

にしもと脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区向原4-2-3 ｺﾋﾟｵ相模原ｲﾝﾀｰ内 042-782-3005

広瀬病院 相模原市緑区久保沢2-3-16 042-782-3021

城山すずきｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区川尻1424-1 042-783-8377

内科ｸﾘﾆｯｸこばやし 相模原市緑区西橋本5-1-1 ﾗ･ﾌﾛｰﾙ橋本3階 042-770-7371

下九沢内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区下九沢1381-1 第15明智ﾋﾞﾙ105号 042-762-0541

北条ｸﾘﾆｯｸはしもと 相模原市緑区下九沢1779-1 042-763-0075

相和病院 相模原市緑区大島1752 042-761-2331

山本医院 相模原市緑区大島3263-1 042-761-9381

晃友内科整形外科 相模原市緑区大島1585-5 042-760-6200

よしむらｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区大島866-3 042-764-6633

晃友上九沢ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区上九沢4 市営上九沢団地 042-764-2400

真島医院 相模原市緑区二本松4-24-32-2 042-772-3791

相原病院 相模原市緑区相原5-12-5 042-772-3100

橋本ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区橋本3-21-5 042-773-1571

矢田内科小児科医院 相模原市緑区橋本2-3-6吉美ﾋﾞﾙ2F 042-772-1310

橋本みなみ内科本院 相模原市緑区橋本7-5-1 042-700-3712

長谷川ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区橋本2-3-6 吉美ﾋﾞﾙ3F 042-700-5680

鈴木内科･循環器科 相模原市緑区橋本6-2-2 B'sﾀﾜｰ橋本ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄE3F 042-771-2201

矢島医院 相模原市緑区橋本6-32-10 042-772-1561

岡部ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区橋本3-15-4 042-771-3387

はまくぼｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区橋本6-20-1 ﾘﾋﾞｵ橋本ﾀﾜｰﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｰﾝｽﾞ1階-B 042-770-1811

相模原市緑区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

● JA健康管理ｾﾝﾀｰさがみはら 相模原市緑区橋本6-1-14 THE HASHIMOTO TOWER 042-772-3296

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 橋本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F 042-700-3322

橋本医院 相模原市緑区橋本5-13-2 042-774-4686

はしもと南口ｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区橋本1-17-20 042-700-8025

西脇医院 相模原市緑区橋本4-5-12 042-771-5255

山内ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区橋本2-11-12 ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙﾋﾞﾙ1F 042-703-8982

りつの医院 相模原市緑区東橋本2-19-9 042-773-3322

りつの本医院 相模原市緑区東橋本1-5-12 042-773-1577

みずじゅんｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区大山町1-22 042-812-5949

りつのｸﾘﾆｯｸ 相模原市緑区鳥屋1162-1 042-785-0055

相模原赤十字病院 相模原市緑区中野256 042-784-1101

森田病院 相模原市緑区三ヶ木627 042-784-4114

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

相模原市国民健康保険青根診療所 相模原市緑区青根1837-1 042-787-2834

梶原医院 相模原市緑区与瀬1091 042-685-0611

原田医院 相模原市緑区与瀬本町21-3 042-684-3838

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

相模原市国民健康保険内郷診療所 相模原市緑区若柳1207 042-685-0017

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

相模原市国民健康保険日連診療所 相模原市緑区日連1037-1 042-687-2005

あだち内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区淵野辺本町2-5-15 042-753-7603

斉藤医院 相模原市中央区東淵野辺1-13-11 042-786-1770

ひぐち内科･消化器 相模原市中央区東淵野辺5-8-9 042-704-9370

渕野辺総合病院 相模原市中央区淵野辺3-2-8 042-754-2222

相模原総合健診ｾﾝﾀｰ 相模原市中央区淵野辺3-2-8 042-753-3301

相模野病院 相模原市中央区淵野辺1-2-30 042-752-2025

半沢ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区淵野辺1-10-13 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ102 042-786-5115

佐藤内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区淵野辺1-1-12 042-730-1477

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

大塚内科医院 相模原市中央区氷川町13-1 042-752-1435

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

林ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区緑が丘2-28-3 042-751-0151

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

松崎医院 相模原市中央区光が丘3-7-6 042-754-6349

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

にいの整形外科 相模原市中央区相模原3-12-9 ﾊﾟｰｼﾓﾝﾋﾞﾙ2F 042-751-5611

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's 203 042-758-8881

相模原市中央区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

高井内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区相模原5-7-20 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑｽﾞ2F 042-751-2205

さがみはら佐とうｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区相模原3-6-6 042-704-0203

西門ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区相模原6-18-13 042-756-0335

永井こども医院 相模原市中央区矢部2-30-3 042-752-1115

青山内科医院 相模原市中央区矢部3-16-14 042-753-8719

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

尾形内科･循環器科 相模原市中央区鹿沼台2-11-5 042-756-6685

久保寺整形外科 相模原市中央区鹿沼台1-15-9 042-757-8900

ましも泌尿器ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区鹿沼台2-21-12 042-758-3738

ｿﾌｨｱﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区鹿沼台2-21-12 042-776-3636

かぬまだいけやきｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区鹿沼台2-18-6 大谷第一ﾋﾞﾙ3F 042-707-0426

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

坂本胃腸科外科 相模原市中央区共和2-12-14 042-756-2611

つちはし内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区共和1-6-30 042-730-3003

ふちのべ内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区共和1-3-401F-A 042-851-3517

山川内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区富士見5-14-12 042-750-8099

吉川整形外科 相模原市中央区千代田6-3-22 042-750-5043

千代田ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区千代田4-4-10 042-757-0102

やまうち医院 相模原市中央区千代田6-1-18 HB Forest2階 042-707-0313

ちはるﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区千代田3-2-18 042-851-3067

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

相模中央ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区中央6-9-23 042-751-0053

横山台ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区横山台2-5-1-3F 042-858-7733

AOI湘北病院 相模原市中央区横山台2-18-41 042-861-8800

箕岡医院 相模原市中央区横山3-10-5 042-753-2241

竹吉内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区横山3-27-3 042-730-8338

岩久内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区上溝6-11-2 042-762-2552

中村病院 相模原市中央区上溝6-18-39 042-761-3721

関医院 相模原市中央区上溝6-20-15 042-761-2080

まつざわｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区上溝2179-4 ｼﾙﾍﾞｰﾙ1F 042-762-3166

たてのｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区上溝4-14-6 042-760-3770

上溝内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区上溝3175-1 かみみぞｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 042-759-7070

羽田内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区田名4434-4 042-761-2552

宮田医院 相模原市中央区田名5450-3 042-762-2321

田名整形外科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区田名1953 042-761-7000

小野内科医院 相模原市中央区田名3198-3 042-760-1180

田名病院 相模原市中央区田名塩田3-14-36 042-778-3080

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
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

林内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区南橋本1-12-14 南橋本善明ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F 042-779-2010

葉梨ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区南橋本1-17-17 042-700-3305

あさばｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区南橋本1-5-19 042-700-3320

なごみ内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区南橋本1-17-17 ｻｻﾞﾝｸﾘﾆｯｸ･ｽｸｴｱ内 042-700-3201

さがみﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 相模原市中央区下九沢54-2 042-773-3211

めぐみｸﾘﾆｯｸ 相模原市中央区下九沢945-1 042-703-4235

総合相模更生病院 相模原市中央区小山3429 042-752-1808

細田ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区鵜野森1-29-8 042-742-5525

東芝林間病院 相模原市南区上鶴間7-9-1 042-742-3577

くぬぎ台ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区上鶴間7-2-12 042-743-9051

佃医院 相模原市南区上鶴間5-4-12 042-742-5464

東林間駅前ほりえｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区上鶴間7-6-4 七慶まるこﾋﾞﾙ2F 042-740-8005

さがみ生協病院 相模原市南区相模大野6-2-11 042-743-3261

● ﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｽ･ｾﾝﾀｰ相模大野ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相模大野3-3-2-401 ﾎﾞｰﾉ相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ 042-740-6200

松谷こども&内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相模大野5-27-8 042-747-4151

相模大野病院 相模原市南区相模大野7-8-16 042-748-0211

清水医院 相模原市南区相模大野5-29-16 042-742-2812

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

谷口台医院 相模原市南区相模大野5-4-14 042-742-9130

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

木村医院 相模原市南区相模大野7-12-9 042-742-9769

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

阿部内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相模大野3-3-1 ﾎﾞｰﾉ相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ4F 042-702-0577

原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相模大野4-5-17 相模大野5番街P棟106 042-701-5588

ﾊﾟｰｸｽｸｴｱｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相模大野7-35-1 042-705-8101

あまのｸﾘﾆｯｸ眼科内科 相模原市南区相模大野5-18-2 042-767-3571

相模大野南口あおｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相模大野7-6-8 042-749-0011

竹村ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区旭町23-13 042-766-7811

黒河内病院 相模原市南区豊町17-36 042-742-0211

油井ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区豊町16-5 042-745-1889

森下記念病院 相模原市南区東林間4-2-18 042-742-5055

川村医院 相模原市南区東林間1-6-14 042-748-7818

奥平医院 相模原市南区東林間3-8-11 042-748-7121

角張医院 相模原市南区東林間3-16-14 042-744-1541

央優会ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区東林間4-9-1 042-748-7651

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

かめやま内科医院 相模原市南区東林間5-1-8 ﾌﾟﾘｭｰﾃﾞﾝｽﾋﾛｲ101 042-747-3300

相模原市南区
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

泉家ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区東林間4-9-6 042-701-4327

さがみ循環器ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区相南4-21-15 042-746-2211

滝島医院 相模原市南区相南1-17-27 042-742-8535

黒沢産婦人科医院 相模原市南区松が枝町1-10 042-744-1412

博愛医院 相模原市南区南台3-12-15 042-743-7247

ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞ･ｵﾀﾞｻｶﾞはやしｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区南台5-11-19 ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞｵﾀﾞｻｶﾞ302 042-702-9248

ﾌｫﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ ｵﾀﾞｻｶﾞ内科 相模原市南区南台5-11-19 ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞｵﾀﾞｻｶﾞ303 042-701-8338

武宮医院 相模原市南区御園3-11-2 042-743-0339

みそのﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区御園2-10-15 042-746-0861

さいとう内科医院 相模原市南区上鶴間本町4-48-3 B棟1F 042-705-3629

あおき整形外科 相模原市南区上鶴間本町4-48-24 A棟 042-705-3337

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

やぐちﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区上鶴間本町1-38-30 小林ﾋﾞﾙ4階 042-701-0891

ﾐｵ医院 相模原市南区相模台2-16-21 042-742-8497

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

荘加医院 相模原市南区新磯野3-32-9 046-254-5010

小児科･内科 緒方医院 相模原市南区新磯野1-43-16 046-254-0833

新戸診療所 相模原市南区新戸1717 046-251-0428

磯部ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区磯部941 046-293-0133

中野医院 相模原市南区麻溝台5-17-10 042-744-1200

麻溝台内科･消化器ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区麻溝台4-10-14 麻溝台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ 042-701-3856

豊田内科ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区大野台7-28-24 042-754-6908

大野台ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区大野台6-19-12 2F 042-704-6645

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

田原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 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

志村ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区下溝673-1 042-777-1117

加來ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区下溝756ｰ6 三和麻溝店B-3F 042-778-5100

馬嶋医院 相模原市南区下溝722-1 042-778-1005

阪ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区古淵2-17-3 渋谷ﾋﾞﾙ2F 042-776-7709

宮崎ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区古淵3-18-13 042-743-8121

ﾑｶｴ内科 相模原市南区古淵3-12-3 042-757-7155

古淵駅前ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区古淵2-16-1 ｾﾝﾄﾗﾙ喜和2F 042-754-7088

新津谷ｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区古淵3-26-17 042-745-8373

古淵ｱｯﾄﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 相模原市南区古淵2-3-7 042-707-9898

橋本医院 横須賀市浦郷町3-75 046-865-3754

工藤内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜東町3-42 046-865-1212

横須賀市
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

金成医院 横須賀市追浜東町3-22 046-865-5791

湘南健診ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜東町 3-53-12 046-867-2876

うざわｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜町3-14-9 和幸ﾋﾞﾙ4F 046-813-6699

たかとり医院 横須賀市湘南鷹取1-33-2 046-865-9211

湘南病院 横須賀市鷹取1-1-1 046-865-4105

高ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜本町1-24 046-866-6591

月山内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜本町1-23-6 座間ﾋﾞﾙ2F 046-865-0018

今井内科大腸肛門ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜本町1-28-5 ｻﾝﾋﾞｰﾁ追浜4F 046-869-3038

追浜吉井内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市追浜本町1-40 追浜平川ﾋﾞﾙ1階 046-865-2530

秋澤医院 横須賀市田浦町2-5 046-861-4138

あつみ内科 横須賀市船越町1-43 046-860-1058

田浦内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市船越町1-58-6 046-860-1788

神奈川歯科大学附属病院 横須賀市小川町1番地23 046-822-8810

湘南内科医院 横須賀市日の出町1-7 046-822-1034

中央内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市若松町2-7 046-822-6859

杉浦循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市若松町2-5 矢島ﾋﾞﾙ5F 046-828-8841

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

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

大滝町乳腺消化器ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市大滝町2-12 ﾖｺｽｶﾀﾜｰ7F 046-828-5506

横須賀ﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 横須賀市大滝町2-6ｻﾞ･ﾀﾜｰ横須賀中央401 046-821-0008

横須賀中央診療所 横須賀市米が浜通1-18-15 046-823-8691

山下ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横須賀市米が浜通1-4 小山ﾋﾞﾙ3F 046-824-8989

水口整形外科 横須賀市米が浜通2-4 046-827-2231

くすの木ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市米が浜通1-17 YMﾋﾞﾙ4F 046-884-8862

ﾏｰﾙｸﾘﾆｯｸ横須賀 横須賀市米が浜通1-8-7 共立米が浜ﾋﾞﾙ5F 046-828-5333

中島内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市米が浜通1-17 YMﾋﾞﾙ2F 046-829-1091

よこすか甲状腺内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市米が浜通1-7-2 ｻｸﾏ横須賀ﾋﾞﾙ1階 101･102号 046-874-5682

三上医院 横須賀市安浦町2-2 046-822-0750

ﾅｰﾌﾞ･ｹｱ･ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市安浦町2-19 046-824-7638

里吉内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市三春町1-6-5 046-827-4114

小松原ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横須賀市上町3-1 046-823-0507

しざわｸﾘﾆｯｸ 横須賀市上町2-7-5 横須賀上町ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F 046-823-8551

さいとう内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市上町1-40-12 上町Nﾋﾞﾙ1F 046-828-5552

妹尾内科医院 横須賀市公郷町1-58-4 046-853-9092

ﾌﾛﾑﾜﾝ付属診療所 横須賀市公郷町3-68-3 046-876-8780

湘南ｸﾞﾘｰﾝｸﾘﾆｯｸ 横須賀市大矢部3-1-25 046-834-8991

いまざわ皮ﾌ科 横須賀市大矢部2-2-18 046-838-4112

田近おおやべｸﾘﾆｯｸ 横須賀市大矢部2-2-18-2F 046-837-7700
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

やまうち内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市衣笠栄町1-61 046-852-4970

きくち消化器･内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市衣笠栄町2-66-3 KMﾋﾞﾙ2F 046-850-3285

神奈川みなみ医療生活協同組合 衣笠診療所 横須賀市平作7-10-27 046-851-1062

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ﾋﾞﾙ2F 046-854-4870

原医院 横須賀市金谷2-1-22 046-851-1310

新明外科胃腸科 横須賀市金谷2-2-15 046-853-3228

佐々木医院 横須賀市池上5-8-5 046-851-0424

伊藤診療所 横須賀市汐入町2-38 046-822-0032

大澤医院 横須賀市汐入町2-2-12 ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ2F 046-822-0249

大畑医院 横須賀市坂本町4-5 046-822-1419

小野田医院 横須賀市坂本町1-2 046-823-6245

佐々木Kｸﾘﾆｯｸ 横須賀市西逸見町1-5 046-822-0123

横須賀市保健所健診ｾﾝﾀｰ 横須賀市西逸見町1-38-11 046-822-4527

まちの診療所つるがおか 横須賀市鶴が丘2-3-9 046-825-5121

今井ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 横須賀市太田和1-1-8 AYﾋﾞﾙ2F 046-855-0714

渕上内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市太田和1-1-8 AYﾋﾞﾙ3F 046-855-0565

山形医院 横須賀市武2-12-3 046-856-1456

ｻﾝﾗｲｽﾞﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横須賀市武1-20-17 ﾗｲﾌｺｰﾄ横須賀武山ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F 046-876-8811

武山内科 横須賀市武1-20-17 ﾗｲﾌｺｰﾄ横須賀武山ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 2F 046- 874-8317

武山加藤医院 横須賀市林3-1-7 046-856-6636

野村内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市林1-23-6 ﾐｽﾞｹﾝﾋﾞﾙ2F 046-858-1371

いしわた医院 横須賀市林5-8-27 046-855-5711

嘉山医院 横須賀市長井1-8-14 046-856-1020

ながいｸﾘﾆｯｸ 横須賀市長井3-33-1 046-827-7323

聖ﾖｾﾞﾌ病院 横須賀市緑が丘28 046-822-2134

横須賀共済病院健康管理ｾﾝﾀｰ 横須賀市米が浜通1-16 046-822-2982

横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町2-36 046-823-2630

衣笠病院 健康管理ｾﾝﾀｰ 横須賀市小矢部2-23-1 046-852-1116

北川外科･胃腸科 横須賀市坂本町2-31 ｴﾙｴｽﾋﾞﾙ2F 046-821-0557

工藤医院 横須賀市馬堀海岸3-26-7 046-843-0800

いまにしｸﾘﾆｯｸ 横須賀市馬堀町1-7-8 046-835-0316

斉藤内科医院 横須賀市馬堀町2-13-2 KYﾋﾞﾙ2F 046-833-3901

安田内科･皮ふ科 横須賀市馬堀町3-2-12 046-874-7580

湘南山手つちだｸﾘﾆｯｸ 横須賀市吉井2-3-5 046-846-5275

中山内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市吉井3-13-1 3F 046-834-0246

久里浜横井ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市舟倉1-30-12 046-833-6133

北久里浜医院 横須賀市根岸町3-2-15 046-835-3377

青山医院 横須賀市根岸町4-1-31 046-834-3873
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村岡ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市根岸町2-22-8 第一赤坂ﾋﾞﾙ2F 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

宮入内科 横須賀市根岸町3-12-6 046-830-5351

石橋ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市大津町1-8-32 046-837-3233

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 ﾋﾟｵﾓﾝﾃ1F 046-830-5517

小磯診療所 横須賀市鴨居2-80-9 046-842-9571

鴨居ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 横須賀市鴨居1-17-16 2F 046-841-7277

よしいけ内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市東浦賀1-1-7 高橋ﾋﾞﾙ3F 046-846-5321

よこすか浦賀病院 横須賀市西浦賀1-11-1 046-841-0922

紺野内科医院 横須賀市久里浜4-7-15 046-834-5885

久里浜ﾌﾟﾗﾑｸﾘﾆｯｸ 横須賀市久里浜3-10-2-101 046-838-3866

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ﾋﾞﾙ2F 046-838-5963

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

鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市久里浜1-3-17-2F 046-833-8823

中村整形外科 横須賀市久里浜4-11-15 046-836-0099

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

久里浜漢方内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市久里浜4-13-7 046-884-8826

北久里浜脳神経外科 横須賀市佐原3-3-12 046-838-4771

遠藤胃腸科外科医院 横須賀市野比1-17-1 046-848-9122

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｽﾋﾟﾀﾙ 横須賀市野比5-7-2 046-849-1570

青葉内科ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市野比1-25-5 荒井ﾋﾞﾙ1F 046-847-1210

鎌倉医院 横須賀市野比2-29-22 046-848-1896

菱沼ｸﾘﾆｯｸ 横須賀市野比1-42-47 046-839-2666

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

倉田耳鼻咽喉科 横須賀市長沢3-3-10 046-848-8741

ふかさわｸﾘﾆｯｸ 横須賀市長沢1-33-7 ﾙﾋﾞｪｰﾇ長沢B 1F 046-848-8858

小倉医院 横須賀市津久井2-17-21 046-848-0290

うめざわ医院 横須賀市岩戸2-17-6 046-848-2442

齋藤医院 横須賀市長坂2-9-23 046-857-5121

しおさい診療所 横須賀市芦名2-29-25 046-874-4031

ﾗｲﾌゆう 横須賀市湘南国際村1-4-6 046-856-6833

● 横須賀市立市民病院 横須賀市長坂1-3-2 046-858-1746

としｸﾘﾆｯｸ 平塚市横内4060 ｸﾘｴｲﾄSD新平塚横内店2階 0463-52-1004

横内中央医院 平塚市横内2730-1 0463-54-5545

田村診療所 平塚市田村6-12-28 0463-54-3772

平塚市
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鹿見堂内科医院 平塚市四之宮7-8-9 0463-51-5705

医療法人仁水会 湘南GPｸﾘﾆｯｸ 平塚市四之宮2-23-30 0463-24-7060

医財)倉田会ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄｸﾘﾆｯｸ 平塚市四之宮2-7-8 0463-27-1001

医療法人社団緑月会 押切糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市東八幡1-18-21 0463-24-1011

村上医院 平塚市東八幡1-15-46 0463-23-5599

菊池内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市東真土4-19-1 0463-54-7360

くらた病院 平塚市東真土4-5-26 0463-53-1955

湯山医院 平塚市東真土2-10-25 0463-55-3802

井上ｸﾘﾆｯｸ 平塚市八千代町12-12 0463-22-9319

野村整形外科 平塚市宝町1-1 神奈中宝町ﾋﾞﾙ 0463-21-7066

医)平和会 ひらつか生活習慣病･透析ｸﾘﾆｯｸ 平塚市宝町11-14 0463-21-5776

坪井医院 平塚市宮の前5-16 0463-21-0226

社会福祉法人恩賜財団済生会湘南平塚病院 平塚市宮松町18-1 0463-71-6161

あおぞら湘南ｸﾘﾆｯｸ 平塚市明石町5-24 0463-72-7851

近藤医院 平塚市明石町28-21 0463-21-0517

あらい内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市紅谷町1-1αﾋﾞﾙ6階 0463-22-7711

くまもとｸﾘﾆｯｸ 平塚市紅谷町17-1 興栄ﾋﾞﾙ3F 0463-21-1233

医療法人永瀬医院 平塚市紅谷町9-1-302 0463-22-0124

小笠原医院 平塚市見附町8-8 0463-33-1313

矢嶋医院 平塚市見附町7-13 0463-31-0791

はしむら内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市立野町40-10 YAMAﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾟｰｸ1F 0463-35-8467

山梨医院 平塚市立野町10-26 0463-31-1820

佐藤内科医院 平塚市追分3-4 0463-31-0469

堀江医院 平塚市中里21-6 0463-31-2217

なす医院 平塚市御殿1-5-10 0463-32-4838

はまの内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 平塚市御殿3-3-37-1 0463-32-0600

やまうち内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市御殿1-31-11 0463-32-1311

柳町内科 平塚市平塚4-25-26 0463-33-8214

髙山医院 平塚市達上ｹ丘4-70 0463-31-2578

医療法人湘尽会 かとう腎･泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市南原2-1-2 0463-30-0415

平塚市民病院 平塚市南原1-19-1 0463-32-0015

松下医院 平塚市中原2-6-11 0463-31-2088

医療法人富嶽会 みずきｸﾘﾆｯｸ 平塚市中原2-15-2 0463-73-7149

医療法人社団 梶原医院 平塚市東中原1-19-18 0463-33-0321

鈴木外科内科医院 平塚市南豊田21 0463-31-1543

高浜台内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市札場町12-16 0463-74-6927

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

医社)松和会望星平塚ｸﾘﾆｯｸ 平塚市代官町23-1 0463-23-5606
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医社)寿満会牧野ｸﾘﾆｯｸ 平塚市八重咲町25-5 0463-21-2364

遠藤医院 平塚市松風町17-6 0463-21-0360

瀬戸医院 平塚市松風町21-32 0463-21-3425

八重咲診療所 平塚市松風町11-11 0463-23-3552

ふれあい平塚ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 平塚市袖ｹ浜1-12 0463-22-4105

間島医院 平塚市龍城ヶ丘3-37 0463-31-2774

なでしこｸﾘﾆｯｸ 平塚市菫平8-7 0463-35-0881

医社)高橋内科小児科整形外科医院 平塚市花水台37-24 0463-31-1405

内田ｸﾘﾆｯｸ 平塚市徳延306-38 0463-36-3799

医療法人聖玲塾 ｸﾘﾆｯｸ斎藤 平塚市徳延572-1 0463-37-5525

医療法人済光会 二瓶内科胃腸内科医院 平塚市徳延175-2 0463-31-3467

三浦胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市徳延336-5 0463-37-1177

医療法人社団 北山整形外科医院 平塚市河内510-3 0463-32-6020

医療法人社団 久保田整形外科医院 平塚市山下458 0463-35-2611

研水会 高根台病院 平塚市高根191番地 0463-34-3701

松田内科医院 平塚市高村203高村団地15-102 0463-33-5320

倉田ｸﾘﾆｯｸ 平塚市南金目1135-1 0463-59-1313

鈴木医院 平塚市土屋1282-3 0463-58-1131

医)救友会 湘南真田ｸﾘﾆｯｸ 平塚市真田2-6-27 0463-50-3400

岡村内科医院 平塚市北金目2-36-28 0463-58-3331

かなめ泌尿器科内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市北金目2-16-18 0463-59-3000

伊藤医院 平塚市岡崎5929-22 0463-59-6678

医療法人康養会 内科久保田医院 平塚市岡崎3531 0463-50-3015

平園ｸﾘﾆｯｸ 平塚市岡崎4415-1 0463-50-1105

宮尾内科ｸﾘﾆｯｸ 平塚市入野143 0463-37-3360

医療法人社団 川井内科医院 平塚市長持421-2 0463-33-4103

武川医院 平塚市広川848-4 0463-59-1514

左近允医院 鎌倉市今泉台4-20-19 0467-45-2450

医療法人社団湘美会 湘南高井内科 鎌倉市小袋谷1-9-18  高井ﾋﾞﾙ2F 0467-45-8180

医療法人財団互恵会大船中央病院健康管理ｾﾝﾀｰ 鎌倉市大船6-2-24 0467-47-7761

医療法人社団 花岡内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船4-21-25 0467-43-2800

医療法人社団ひだまりの船 まつむらﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船1-23-31  浜田ﾋﾞﾙ3F 0467-45-3335

医療法人社団 高井内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船1-26-27  日本生命ﾋﾞﾙ1F 0467-43-5556

医療法人湘陽会 山口内科 鎌倉市大船3-2-11  大船ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ201 0467-47-1312

ｸﾘﾆｯｸ森 鎌倉市大船2-18-24 0467-40-2500

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

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

鎌倉市
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若杉内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船6-1-1  松竹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰB棟2F 0467-47-6755

医療法人社団采有会 いろでん内科･胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船1-11-10  協和ﾋﾞﾙ2F 0467-42-8812

ゆう内科･糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船1-23-26  ﾆｭｰ大船ﾋﾞﾙ1F 0467-38-8026

あいｸﾘﾆｯｸ仲通 鎌倉市大船1-22-28  MMﾋﾞﾙ1F 0467-38-8312

大船内科･消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船2-17-2  ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀﾞ2F 0467-38-8127

湘南おおふなｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船2-25-2  ｾﾙｱｰｼﾞｭ鎌倉大船 0467-44-1117

しらいわ内科･ﾘｳﾏﾁｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船1-12-11  ﾐﾂﾊﾏﾋﾞﾙ2F 0467-47-1777

ほなみｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市大船1-23-31 ｻﾄｳﾋﾞﾙ2F 0467-46-2500

大船中央病院 鎌倉市大船6-2-24 0467-47-7761

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 0467-43-5220

富士見診療所 鎌倉市台3-9-32 0467-44-0001

遠藤ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市山ﾉ内512-1 0467-23-2355

医療法人社団 田川医院 鎌倉市梶原2-34-5 0467-44-1657

医療法人社団明祐会 阿部脳神経外科 鎌倉市梶原2-25-2 0467-46-6181

医療法人社団祥濤会 道躰ｸﾘﾆｯｸ梶原 鎌倉市梶原2-34-1 0467-48-3000

医療法人社団 大船ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市玉縄1-11-11 0467-44-5505

あいｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市玉縄1-1-5-106 0467-46-1486

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

ｱｶﾗｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市岡本1343-5 0467-84-9527

大船睡眠･糖尿病内科 鎌倉市岡本2-1-10  ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞﾋﾞﾙ201 0467-38-7555

土橋医院 鎌倉市植木590-9 0467-46-8258

湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本1370-1 0467-46-1717

泉水橋とうどうｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市十二所6-1  泉水橋ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 0467-24-1515

医療法人昌晋会 鎌倉雪ﾉ下ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市雪ﾉ下4-1-8 0467-22-0111

医療法人 とよた医院 鎌倉市雪ﾉ下1-9-21  ﾄｳｾﾝ鎌倉ﾋﾞﾙ2F 0467-61-2963

医療法人社団駿 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

医療法人養生院 清川病院 鎌倉市小町2-13-7 0467-24-1200

小林内科医院 鎌倉市小町2-9-13 0467-22-1888

鎌倉逗子胃腸肛門内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市雪ﾉ下2-14-10 0467-24-0220

医療法人財団額田記念会 額田記念病院 鎌倉市大町4-6-6 0467-25-1231

足立医院 鎌倉市大町2-2-4 0467-22-2125

吉岡内科医院 鎌倉市扇ｶﾞ谷1-9-4 0467-25-5536

医療法人社団ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 鎌倉ｱｰﾊﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市扇ｶﾞ谷1-1-29  大崎ﾋﾞﾙ2F 0467-61-3305

ふれあい鎌倉ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 鎌倉市御成町9-5 0467-23-1111

鎌倉西口ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市御成町11-1  長塚ﾋﾞﾙ4F 0467-22-5657

鎌倉御成町ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市御成町4-16  鎌倉NSﾋﾞﾙ2階 0467-60-5557

井口内科医院 鎌倉市御成町6-9 0467-22-4681

材木座診療所 鎌倉市材木座3-16-9 0467-61-2275
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医療法人社団芳洋会 鎌倉ﾋﾛ病院 鎌倉市材木座1-7-22 0467-24-7171

じんの内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市由比ｶﾞ浜3-11-39  福地ﾋﾞﾙ1F 0467-60-4866

医療法人社団豊樹会 西井ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市由比ｶﾞ浜2-16-2 0467-23-3880

医療法人社団平平会 橋本ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市由比ｶﾞ浜2-2-40 0467-22-7226

池田整形外科 鎌倉市由比ｶﾞ浜3-1-10 0467-25-6116

由比ｶﾞ浜内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市由比ｶﾞ浜3-1-12 0467-23-1780

かまくらﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市由比ｶﾞ浜2-6-21 0467-22-0522

一般財団法人 鎌倉病院 鎌倉長谷3-1-8 0467-22-5500

ふかさわ消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市常盤52-1 0467-40-0500

山下･ごとう小児科内科 鎌倉市稲村ｶﾞ崎2-8-10 0467-22-1726

章平ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市七里が浜東3-4-20 0467-31-5554

七里が浜診療所 鎌倉市七里ｶﾞ浜東3-11-1 0467-38-1290

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

遠藤内科ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市笛田4-5-1 0467-32-5344

おちあい内科循環器科 鎌倉市津887 0467-31-6532

医療法人社団南浜会 鈴木病院 鎌倉市腰越1-1-1 0467-31-7651

柏木外科胃腸内科 鎌倉市腰越1171 0467-31-2486

腰越中央医院 鎌倉市腰越4-8-29 0467-32-5511

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

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

天本ｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市手広3-14-8 2階 0467-38-1160

医療法人かまくらｸﾘﾆｯｸ 鎌倉市梶原5-1-1 0467-45-4161

ぬまた内科呼吸器科 藤沢市大鋸1-2-18 0466-29-5001

三宅ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市柄沢二丁目5番地の5 0466-53-7983

海部胃腸内科医院 藤沢市藤が岡3-6-10 0466-26-7225

湘南柄沢ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市並木台2-11-1 0466-23-5018

岩崎ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市弥勒寺3-16-4 0466-22-1200

たかはしｸﾘﾆｯｸ 藤沢市弥勒寺4-1-12 0466-23-6133

のぞみﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 藤沢市弥勒寺1-23-4 0466-52-5233

牧野ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼神明5-13-19 0466-29-5761

森歯科内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼花沢町2-15 0466-26-6218

藤沢順天医院 藤沢総合健診ｾﾝﾀｰ 藤沢市鵠沼橘1-17-11 0466-23-3211

神里内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼橘1-17-13 0466-22-2706

勝俣内科医院 藤沢市鵠沼橘1-4-1 0466-27-5811

白木内科医院 藤沢市鵠沼橘1-5-1 0466-26-5578

たかばやし胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼橘 1-1-8-5F 0466-24-4114

別府医院 藤沢市鵠沼橘1-1-1 0466-26-1515

藤沢市
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こみ糖尿病内科 藤沢市鵠沼橘1-1-7 1階B号室 0466-53-7763

湘南斉藤ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼石上2-14-9 0466-22-4114

ｸﾛｰﾊﾞｰﾎｽﾋﾟﾀﾙ 藤沢市鵠沼石上3-3-6 0466-22-7111

藤沢内科消化器ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼石上1-2-4-2F 0466-23-8801

尾崎ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼東1-1 0466-25-2210

安達ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼桜が岡4-14-3 0466-26-0378

小林内科医院 藤沢市鵠沼桜が岡4-15-28 0466-22-4648

早稲田医院 藤沢市本鵠沼4-7-4 0466-38-6657

やすい小児科･循環器科 藤沢市本鵠沼4-7-9 0466-30-2125

野中医院 藤沢市本鵠沼4-14-6 0466-34-2727

のむら医院 藤沢市本鵠沼2-4-29 0466-53-8500

鵠沼ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市本鵠沼2-14-10 0466-50-2501

池上整形外科 藤沢市鵠沼藤が谷2-1-21 0466-26-3711

ｸﾛｰﾊﾞｰｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬4-10-22 0466-22-5110

湘南内科･消化器科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬2-15-24 0466-55-2527

三浦内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬3-1-39 0466-29-0120

藤沢脳神経外科病院 藤沢市片瀬2-15-36 0466-27-1511

片瀬ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬5丁目12-23 1階 0466-52-5703

杉本医院 藤沢市片瀬5-3-15 0466-23-2353

湘南江の島ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬3-15-1 0466-26-8000

及川内科医院 藤沢市片瀬山4-6-4 0466-25-1437

やまだ内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬山2-7-5 0466-26-3662

いしい内科医院 藤沢市片瀬海岸2-9-6 0466-26-0621

髙橋内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬海岸1-5-5 0466-29-9350

のぐち江ﾉ島ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市片瀬海岸1-3-7 0466-55-3811

のなかこどもｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼海岸1-3-16 0466-31-0555

鵠沼海岸内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼海岸2-3-13 0466-35-1159

呉ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼松が岡3-24-23 0466-25-7600

ありあけ内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市鵠沼松が岡4-15-27 0466-54-2668

● 湘南藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台1-5-1 0466-35-1360

山崎ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂新町1-1-15 0466-21-8955

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

湘南太平台病院 藤沢市辻堂太平台2-13-27 0466-34-2151

辻堂太平台ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂太平台1-3-2 0466-30-0670

奥医院 藤沢市辻堂東海岸4-13-3 0466-36-8513

びわた東海岸ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂東海岸1-15-16 0466-35-8277

辻堂東海岸ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂東海岸1-12-20 0466-34-6006

みき辻堂東海岸ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂東海岸3-8-11 0466-41-9490
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山田医院 藤沢市辻堂西海岸2-10-6 0466-36-5379

湘南ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 藤沢市辻堂3-10-2 0466-33-5111

酒井医院 藤沢市辻堂1-10-19 0466-36-8076

はじめｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂5-18-9 0466-31-0840

小林小児ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂4-6-14 0466-36-2273

ふくだｸﾘﾆｯｸ 藤沢市辻堂2-2-14 0466-30-1333

辻堂内科診療所 藤沢市辻堂2-12-13 0466-52-5855

湘南長寿園病院 藤沢市白旗1-11-1 0466-82-7311

医療生協かながわ生活協同組合藤沢診療所 藤沢市藤沢 854-4 0466-25-2514

近藤内科医院 藤沢市藤沢 1027-9 0466-25-8280

後藤内科医院 藤沢市藤沢1-3-5 0466-22-3113

金子医院 藤沢市藤沢 545 0466-22-9713

山岸ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢3-1-18 0466-28-0707

山川医院 藤沢市藤沢 541 0466-22-2983

宮岡脳神経外科 藤沢市藤沢1-3-9 0466-54-2250

ほしの内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢2-1-18 0466-29-0320

やのﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢1099-5 0466-29-8810

さわ内科糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢610-1 0466-55-2256

釜萢内科･小児科医院 藤沢市藤沢 851 0466-22-6151

消化器と内視鏡の内科 藤沢えがしらｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢530-10 0466-53-9834

白旗なのはなｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢2-3-15 0466-55-2511

昌内科医院 藤沢市藤沢1006番1-1F 0466-50-1159

ﾃｨｰ.ｴｲﾁ.ﾋﾟｰ.ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢498 0466-25-5911

藤沢駅前糖尿病･甲状腺ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢600番地 0466-53-7715

ふじさわ駅前ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 藤沢市藤沢221-1 0466-27-5355

神谷医院 藤沢市本町2-7-25 0466-26-1622

牛腸内科医院 藤沢市本町2-8-28 0466-22-2821

風間医院 藤沢市朝日町16-4 0466-22-9020

山内病院 藤沢市南藤沢4-6 0466-25-2216

林ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市南藤沢2-8 0466-54-6105

藤沢金沢内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市南藤沢20-18 0466-29-1122

四ｯ谷ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市羽鳥1-6-16 0466-31-0855

藤田医院 藤沢市羽鳥5-5-10 0466-36-0979

辻堂ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市羽鳥3-1-8 0466-33-8899

丸山医院 藤沢市羽鳥2-2-26 0466-36-8709

橘内科 藤沢市大庭 5061-8 0466-88-1188

藤沢市保健医療ｾﾝﾀｰ診療所 藤沢市大庭 5527-1 0466-88-7300

青木内科 藤沢市大庭5682-9 0466-88-5132
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よしむら耳鼻咽喉科･内科･呼吸器内科 藤沢市大庭 5681-10-2F 0466-87-3315

湘南あおぞらｸﾘﾆｯｸ 藤沢市大庭5560-1 0466-89-0603

木下整形外科 藤沢市大庭5125-13 0466-90-5898

湘南ゆずｸﾘﾆｯｸ 藤沢市大庭5220-27 0466-52-6813

村田会湘南大庭病院 藤沢市大庭5526-22 0466-20-1700

青木医院 藤沢市善行2-9-3 0466-81-1690

黒川産科婦人科医院 藤沢市善行2-1-10 0466-81-0500

善行ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市善行6-16-21 0466-81-8511

山本内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市善行1-25-15 0466-80-6686

えりｸﾘﾆｯｸ 藤沢市善行1-15-7 0466-80-3850

藤沢善行ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 藤沢市善行7-4-9 0466-80-5815

石田胃腸科医院 藤沢市善行2-1-2 0466-81-2638

関本医院 藤沢市立石1-2-3 0466-81-2820

本藤沢内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市本藤沢6-14-2 0466-82-2233

善行団地石川医院 藤沢市善行団地3-16-1 0466-82-1377

ｸﾞﾘｰﾝ内科 藤沢市長後706 0466-43-8088

山口ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市高倉 2332-1 0466-41-0333

明石医院 藤沢市湘南台7-15-14 0466-43-1123

桧山整形外科 藤沢市湘南台3-14-3 0466-43-6500

中沢内科医院 藤沢市湘南台2-18-3 0466-43-0160

小林ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市湘南台3-7-12 0466-43-1152

いまにし内科･消化器科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市湘南台1-7-8 0466-41-0210

湘南台中央医院 藤沢市湘南台7-1-5 0466-45-8828

西郡医院 藤沢市湘南台7-50-5 0466-44-2791

湘南第一病院 藤沢市湘南台1-19-7 0466-44-7111

ことり内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市湘南台2-2-1 0466-53-7100

瀬戸山産婦人科 藤沢市湘南台7-52-11 0466-43-3335

湘南台ふかさわｸﾘﾆｯｸ 藤沢市湘南台2-31-15-2F 0466-41-5525

すが内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市湘南台2-8-30 0466-45-5557

湘南台ｽﾏｲﾙｸﾘﾆｯｸ 藤沢市湘南台2-10-5 0466-53-8590

村田会湘南台内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市円行 991 0466-43-0865

はやし内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市下土棚 467-9 0466-41-3808

長後中央医院 藤沢市下土棚 444-8 0466-44-0335

長後こどもｸﾘﾆｯｸ 藤沢市下土棚 478-5 0466-44-2030

● ﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｶﾙ健診ﾌﾟﾗｻﾞ 藤沢市下土棚467-10 0466-44-2000

関野内科医院 藤沢市亀井野1-21-12 0466-81-5615

今村内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市亀井野 1770-2 0466-80-1559

みむら脳神経外科 藤沢市亀井野2-7-1 0466-81-8686
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心臓ｸﾘﾆｯｸ藤沢六会 藤沢市亀井野2-7-1 0466-52-8200

藤沢まえだ内科 藤沢市亀井野1-3-12-2F 0466-81-1117

伊佐早内科小児科 藤沢市石川 693-7 0466-87-3322

湘南台宮治ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市石川6-21-10 0466-86-6366

高橋まことｸﾘﾆｯｸ 藤沢市石川1-1-20 0466-89-4351

窪島医院 藤沢市遠藤438-5 0466-87-3002

柳沢内科小児科医院 藤沢市遠藤 641-6 0466-87-6700

ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞｸﾘﾆｯｸ 藤沢市遠藤6215 0466-48-3300

湘南慶育病院 藤沢市遠藤4360番地 0466-48-0050

西山内科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市用田 637-1 0466-48-9728

ｺｺﾛまち診療所 藤沢市用田2672 0466-77-9426

宮本内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市菖蒲沢 611 0466-48-0080

● 御所見総合ｸﾘﾆｯｸ 藤沢市獺郷188 0466-47-0543
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西湘病院 小田原市扇町1-16-35 0465-35-5773

窪倉医院 小田原市扇町1-12-18 0465-34-6335

高見澤ｸﾘﾆｯｸ 小田原市扇町4-7-15 0465-35-8786

扇町しらさぎ内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市扇町5-26-8 0465-43-8111

しみず扇町ｸﾘﾆｯｸ 小田原市扇町3-13-15-1F 0465-46-8616

清水内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市寿町2-7-6 0465-35-3500

仁天堂医院 小田原市浜町1-4-15 0465-22-5188

かみやまｱﾚﾙｷﾞｰ科小児科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市浜町3-11-5 0465-24-0188

菊地医院 小田原市浜町2-1-13 0465-22-2579

霜島内科医院 小田原市浜町1-9-19 0465-22-2328

循環器中町ｸﾘﾆｯｸ 小田原市中町3-1-26 0465-23-5911

小林病院 小田原市栄町1-14-18 0465-22-3161

安間医院 小田原市栄町2-7-18 0465-23-3567

渡邊内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市栄町1-2-8 0465-22-6677

髙井内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市栄町2-12-45山崎ﾋﾞﾙ1F 0465-21-6313

小田原銀座ｸﾘﾆｯｸ 小田原市栄町2-12-1 0465-21-5557

おだわら泌尿器科･内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市1-18-29 0465-43-9947

小田原箱根健診ｸﾘﾆｯｸ 小田原市栄町1-1-15ﾐﾅｶ小田原7階 0465-24-0077

かみじま内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市栄町1-5-20大邦ﾋﾞﾙ2階 0465-24-5611

小澤病院 小田原市本町1-1-17 0465-24-3121

間中病院 小田原市本町4-1-26 0465-23-3111

小田原市国保片浦診療所 小田原市根府川77-1 0465-29-0012

山田ｸﾘﾆｯｸ 小田原市板橋95 0465-23-5522

丹羽病院 小田原市荻窪406 0465-34-3444

森本内科医院 小田原市荻窪472 0465-35-3703

小杉産婦人科内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市北ﾉ窪439-1 0465-35-2521

久野銀座ｸﾘﾆｯｸ 小田原市久野469三栄ﾋﾞﾙ2F 0465-66-1717

富田医院 小田原市曽我別所777-6 0465-42-0822

ﾏﾅｸﾘﾆｯｸ 小田原市永塚5 0465-41-3001

村田医院 小田原市栢山473 0465-36-0433

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

渡辺消化器科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市堀之内218-1 0465-37-8833

吉邑ｸﾘﾆｯｸ 小田原市飯田岡288 0465-38-2280

川上医院 小田原市飯田岡371-1 0465-37-1527

ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ“悠久" 小田原市成田462-1 0465-39-3140

石井呼吸器内科医院 小田原市飯泉65 0465-48-4159

螢田診療所 小田原市蓮正寺310 0465-36-3230

小田原市
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もてぎｸﾘﾆｯｸ 小田原市蓮正寺275-3 0465-39-2777

渡辺医院 小田原市中曽根78 0465-38-2270

善ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 小田原市中曽根72-1 0465-36-8800

福井内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市中里392-1 0465-41-2227

久保ｸﾘﾆｯｸ 小田原市中里281-3 0465-48-8900

いがらし胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市中里77-1 0465-41-1555

西川内科医院 小田原市鴨宮152 0465-47-2008

鴨宮ｸﾘﾆｯｸ 小田原市南鴨宮3-20-18 0465-46-1788

鴨宮さとう内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市南鴨宮2-34-10 0465-22-1007

井上医院 小田原市上新田13-1 0465-45-5557

ときわ内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市中村原708-7 0465-44-1888

武井内科医院 小田原市国府津4-3-19 0465-47-7113

甫守内科医院 小田原市国府津2746 0465-47-7760

山近記念総合病院 小田原市小八幡3-19-14 0465-47-7151

山近記念ｸﾘﾆｯｸ 小田原市小八幡3-19-8 0465-47-2131

古藤内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市酒匂5-16-3 0465-48-1292

山口医院 小田原市酒匂1402-1 0465-47-5330

川邊小児科内科医院 小田原市酒匂5-13-38 0465-47-2351

杏林堂ｸﾘﾆｯｸ 小田原市酒匂3-9-12 0465-47-3101

さかわ内科ｸﾘﾆｯｸ 小田原市西酒匂2-8-43 0465-46-1131

小島ｸﾘﾆｯｸ 小田原市西酒匂3-4-9 0465-46-1267

原ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市高田2-1-23 0467-54-5400

増沢ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市高田4-7-12 0467-54-0311

水沼医院 茅ヶ崎市高田5-5-10 0467-52-5550

和田内科医院 茅ヶ崎市高田5-1-19 0467-51-8221

鶴が台菅原医院 茅ヶ崎市鶴が台10-7-103 0467-52-3275

三輪内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市松風台24-15 0467-52-3969

茅ヶ崎新北陵病院 茅ヶ崎市行谷583-1 0467-53-4111

長岡病院 茅ヶ崎市芹沢598 0467-53-1811

おざさ医院 茅ヶ崎市菱沼1-4-11 0467-55-0201

佐藤ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市小和田3-1-2 0467-51-3550

みやさきｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市小和田1-7-28-2 0467-40-5411

おおえ内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市松林2-12-47 0467-55-2325

佐藤医院 茅ヶ崎市浜竹3-4-50 0467-82-0677

真下医院 茅ヶ崎市浜竹2-6-19 0467-87-2981

三上医院 茅ヶ崎市浜竹3-1-23 0467-82-0322

やまぐちｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市浜竹3-4-53 0467-82-2760

茅ヶ崎市
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湘南ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 茅ヶ崎市美住町5-4 0467-83-5566

丸山内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市美住町14-10 0467-88-1101

兼本内科･循環器科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市平和町4-26 0467-88-1231

松が丘内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市松が丘2-8-20 0467-87-0363

湘南すずきｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市ひばりが丘7-10 0467-84-0630

前田整形外科･内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市ひばりが丘1-10 0467-85-4312

新家ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市富士見町11-4 0467-26-8801

野村消化器内科 茅ヶ崎市富士見町15-1 0467-84-3987

大野ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市緑が浜4-29 0467-88-0330

湘南健康管理ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 0467-86-6570

茅ヶ崎中央病院 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 0467-86-6530

湘南みわｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市本村4-22-25 0467-50-1611

湘南いしぐろｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市元町2-4山鉄ﾋﾞﾙ6F 0467-57-1100

山岡ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市元町6-5 0467-87-6221

青木ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市新栄町13-45鴨志田ﾋﾞﾙ5F 0467-84-5223

内山ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市新栄町1-4大黒屋富田ﾋﾞﾙ3F 0467-87-6511

茅ヶ崎信愛ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市新栄町5-8 0467-82-2554

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

高橋医院 茅ヶ崎市十間坂1-2-16 0467-82-2231

はしもと脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市十間坂1-1-28 0467-86-8410

森田内科医院 茅ヶ崎市若松町6-23 0467-87-0531

茅ヶ崎徳洲会病院 茅ヶ崎市幸町14-1 0467-58-1311

茅ヶ崎金沢内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市幸町22-6-202 0467-87-8282

茅ヶ崎ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市幸町5-8-201 0467-58-3958

愛生会ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市東海岸北5-10-48 0467-88-6560

茅ヶ崎内科と呼吸のｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市東海岸北2-1-52 0467-82-2602

笹井医院 茅ヶ崎市東海岸北1-7-15 0467-82-2737

みよし内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市東海岸北3-4-36 0467-39-6711

守屋おとなこどもｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市東海岸北3-10-14 0467-86-5885

茅ヶ崎ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市東海岸南1-22-1 0467-86-2123

近藤ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市中海岸3-8-43 0467-83-2451

共恵内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市共恵1-11-9ｱｲﾊﾟﾚｽ湘南1F 0467-73-7011

ｵｱｼｽｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市南湖5-20-10 0467-50-0730

佐久間ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市南湖2-13-31 0467-89-2810

高田医院 茅ヶ崎市南湖6-17-18 0467-82-2541

成田ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市南湖5-1-12 0467-58-6222

西浜内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市南湖3-4-35 0467-86-8183

浜見平診療所 茅ヶ崎市浜見平11-1BRANCH茅ヶ崎1F 0467-82-0727
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町田胃腸科外科 茅ヶ崎市萩園2305-27 0467-85-2013

湘南東部総合病院 茅ヶ崎市西久保500 0467-83-9111

ｵﾘｰﾌﾞｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市円蔵1365 0467-51-1081

至誠堂医院 茅ヶ崎市円蔵2427-8 0467-85-2101

井上内科ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市矢畑725-1 0467-83-6565

小杉ｸﾘﾆｯｸ 茅ヶ崎市浜之郷952-95 0467-82-8526

ﾊｲﾗﾝﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 逗子市久木8-13-30 046-871-9420

間中胃腸内科外科 逗子市久木4-12-15 046-870-1820

一色医院 逗子市久木1-3-20 046-871-2345

(医)ｾﾝﾍﾟﾙ逗子ｸﾘﾆｯｸ 逗子市久木4-25-8 046-873-7151

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

(医)たかしｸﾘﾆｯｸ 逗子市山の根1-2-19 046-873-0239

(医)かんｸﾘﾆｯｸ ﾘｳﾏﾁ･整形外科 逗子市久木4-2-5 046-870-5599

(公財)逗葉地域医療ｾﾝﾀｰ 逗子市池子字桟敷戸1892-6 046-873-7752

(医)かみたに整形外科ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 逗子市沼間1-8-6 046-870-1131

(医)東逗子医院 逗子市沼間2-10-29 046-871-4355

ESSMS東湘医院 逗子市沼間1-1-21 046-871-3770

(医)逗子病院 逗子市桜山4-1-20 046-872-7500

(医)青木病院 逗子市桜山6-1336 046-873-6555

土田産婦人科内科 逗子市桜山4-6-3 046-871-4432

逗葉内科ｸﾘﾆｯｸ 逗子市桜山6-1-23 046-871-2548

(医)山本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 逗子市桜山3-16-1 046-872-0009

(医)逗子内科診療所 逗子市桜山1-5-45 046-873-7122

秋間医院 逗子市桜山8-5-13 046-871-2707

釜屋内科ｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子6-3-40 046-871-3276

(医)逗子整形外科内科医院 逗子市逗子5-5-5 046-871-2108

野の百合ｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子1-7-1 046-873-3320

(医)八尾産婦人科医院 逗子市逗子1-4-24 046-873-1103

(医)湘南内科ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子5-6-18 046-872-2611

逗子診療所(神奈川みなみ医療生活共同組合) 逗子市逗子4-1-7-101 046-872-3530

若林ｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子5-11-3 046-870-5011

(医)逗葉小磯診療所 逗子市逗子2-5-2 046-872-6500

(医)逗子金沢内科ｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子2-6-26逗子駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 046-870-6606

島田内科医院 逗子市逗子1-6-22 046-871-7078

あおぞらｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子5-9-21 046-871-6240

逗子銀座通りｸﾘﾆｯｸ 逗子市逗子1-7-3 百丹ﾋﾞﾙ2階 046-870-3401

さわだ内科･消化器内科 逗子市逗子2-5-25 2階 046-884-8830

逗子市
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水嶋医院 逗子市逗子1-11-8 046-871-3168

湘南ｸﾘﾆｯｸ 逗子市小坪1-25-15 0467-23-2540

(医)湘南記念小坪ｸﾘﾆｯｸ 逗子市小坪3-2-1  0467- 60-0321
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保健指導 医療機関名 住所 電話番号

医療法人英和会 徳山診療所 三浦市南下浦町上宮田2785-1 046-888-5115

神奈川みなみ医療生活協同組合 三浦診療所 三浦市南下浦町上宮田3263-1 046-889-3288

三浦中央医院 三浦市南下浦町上宮田1738-1 046-888-5010

医療法人つばさ会 三浦海岸つばさｸﾘﾆｯｸ 三浦市南下浦町上宮田323-3 046-887-3555

三浦ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 三浦市初声町下宮田5-16ﾍﾞｲｼｱ三浦店2階 046-888-0505

あさい内科ｸﾘﾆｯｸ 三浦市初声町入江76-1 046-888-2217

三浦市立病院 三浦市岬陽町4-33 046-882-2111

こだまｸﾘﾆｯｸ 三浦市三崎町小網代1543-1 046-880-0358

医療法人社団 飯島医院 三浦市東岡町10-1 046-881-5265

中村医院 秦野市鶴巻北1-22-10 0463-77-0813

丸山ｸﾘﾆｯｸ 秦野市鶴巻北2-2-25ﾒﾌﾟﾚｽｺｰﾄ2F 0463-77-8788

正山内科ｸﾘﾆｯｸ 秦野市鶴巻北1-1-5産興鶴巻ﾋﾞﾙ202号 0463-77-8401

村松内科･胃腸ｸﾘﾆｯｸ 秦野市南矢名1-3-8武田ﾋﾞﾙ2F 0463-77-1515

森腎ｸﾘﾆｯｸ 秦野市南矢名1-14-34 2F 0463-76-1112

望星大根ｸﾘﾆｯｸ 秦野市南矢名1-11-28 0463-77-5711

柿崎ｸﾘﾆｯｸ 秦野市北矢名1309-1-1F 0463-73-8231

秦野駅南口診療所 秦野市尾尻940-5 ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞⅡ2F 0463-84-3737

平石整形外科 秦野市尾尻560-5 0463-85-1122

みやうち内科糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 秦野市尾尻482-1ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｫｰﾄ秦野南 0463-84-1173

南が丘ｸﾘﾆｯｸ 秦野市南が丘1-9 0463-82-7606

山口内科循環器科 秦野市今泉359 0463-83-3183

山門内科ｸﾘﾆｯｸ 秦野市平沢1481-1 0463-82-8200

医療法人桃一会及川医院 秦野市曽屋3482 0463-81-1820

島田内科医院 秦野市曽屋1191-3 0463-81-2005

こいけｸﾘﾆｯｸ 秦野市大秦町2-16 2F 0463-81-3377

安部内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 秦野市本町1-9-6 0463-83-3700

大秦野内科ｸﾘﾆｯｸ 秦野市本町2-5-6 0463-83-7788

医療法人 亀﨑医院 秦野市入船町2-8 0463-81-0056

宮野内科･小児科医院 秦野市寿町5-14 0463-81-2802

川口医院 秦野市幸町4-4 0463-82-3549

神奈川病院 秦野市落合666-1 0463-81-1771

いいぬまｸﾘﾆｯｸ 秦野市堀川175-4 0463-89-1555

秦野北ｸﾘﾆｯｸ 秦野市戸川605 0463-75-1121

森田医院 秦野市弥生町5-11 0463-88-0808

古閑医院 秦野市柳町1-4-12 0463-88-0030

山口医院 秦野市並木町1-29 0463-88-0020

三浦市

秦野市
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あおば診療所 秦野市曲松1-4-12 TSﾋﾞﾙ2F 0463-87-8891

渋沢内科ｸﾘﾆｯｸ 秦野市堀西22-1 0463-88-7000

近藤病院 厚木市東町3-3 046-221-2375

青木医院 厚木市東町3-19 046-221-0031

せいきょうあつぎ診療所 厚木市水引2-8-29 046-223-3325

佐々木内科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市水引2-1-14 046-221-0088

厚木整形外科 厚木市泉町3-5 ﾌｫｰﾗﾑﾋﾞﾙ2F 046-228-3336

本厚木ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 厚木市泉町3-14 東友ﾋﾞﾙ3F 046-227-6211

厚木循環器･内科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市泉町3-5 厚木ﾌｫｰﾗﾑﾋﾞﾙ3F 046-227-3015

新井医院 厚木市旭町1-27-5 MSﾋﾞﾙ3階 046-229-4341

笹生循環器ｸﾘﾆｯｸ 厚木市旭町5-47-1 046-227-1919

かとうｸﾘﾆｯｸ 厚木市旭町4-1-6-1 046-220-0330

かんきｸﾘﾆｯｸ 厚木市旭町5-35-15 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙNOUJYOU101 046-228-2002

高野ｸﾘﾆｯｸ 厚木市旭町1-15-16 千幸ﾋﾞﾙ8F 046-227-1177

● ﾍﾙｽｹｱｸﾘﾆｯｸ厚木 厚木市旭町1-25-1 本厚木ﾐﾊﾗｽ3階 046-227-1131

田村町整形外科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市田村町9-31 046-296-1105

仁厚会病院 厚木市中町3-8-11 046-221-5979

酒井医院 厚木市中町1-8-6 046-221-0121

有泉こどもｸﾘﾆｯｸ 厚木市中町2-13-16 046-224-8878

厚木中町ｸﾘﾆｯｸ 厚木市中町4-10-2 ﾊﾗﾀﾞ中町ﾋﾞﾙ1F 046-221-4114

わたなべ泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市中町1-5-10 ｲｵﾝ厚木店8階 046-222-8124

ｲｵﾝ厚木ｵｱｼｽ診療所 厚木市中町1-5-10 ｲｵﾝ厚木1F 046-297-4123

山口胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市中町3-18-19 046-222-0526

あつぎﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 厚木市中町1-6-7 046-221-1115

本厚木かかりつけｸﾘﾆｯｸ 厚木市中町3-1-15 046-297-1919

JA健康管理ｾﾝﾀｰあつぎ 厚木市酒井3132 046-229-7115

高橋内科医院 厚木市酒井2537 046-229-0188

今岡医院 厚木市愛甲西3-2-6 046-248-1046

はせべ内科医院 厚木市戸室1-32-3 046-295-1241

ﾄﾚﾘｽ内科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市戸室5-31-1 3階 046-200-9628

光ヶ丘医院 厚木市恩名2-23-26 046-221-1811

落合医院 厚木市温水1016 046-247-1577

東名厚木ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ 厚木市船子224 046-229-1937

愛甲ｸﾘﾆｯｸ 厚木市愛甲1-8-8 046-250-9162

重田内科医院 厚木市愛甲1-5-9 芦川ﾋﾞﾙ2階 046-247-0027

南毛利内科 厚木市愛甲2-11-9 046-270-6661

池田ｸﾘﾆｯｸ 厚木市緑ヶ丘1-6-5 046-221-5353

厚木市
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窪田医院 厚木市緑ヶ丘2-5-5 046-221-2200

黄金井形成外科小児科 ｸﾘﾆｯｸ 厚木市七沢804 046-248-7777

亀田森の里病院 厚木市森の里3-1-1 046-247-2121

徳武ｸﾘﾆｯｸ 厚木市森の里1-35-1 046-258-9029

厚木佐藤病院 厚木市小野759 046-247-1211

あらかわｸﾘﾆｯｸ 厚木市上荻野1164-1 上荻野郵便局2階 046-241-1616

住友内科医院 厚木市上荻野269-3 046-242-4976

馬嶋医院 厚木市下荻野1120 046-241-1350

厚木ﾊｰﾄｹｱｸﾘﾆｯｸ 厚木市下荻野1476-1 ｿﾙﾛｰﾏ本厚木B号棟1F 046-243-5533

林医院 厚木市下荻野421 046-241-1205

ひだかｸﾘﾆｯｸ 厚木市下荻野1212 046-243-3800

鳶尾診療所 厚木市鳶尾2-25-2-106 046-241-7100

田中ｸﾘﾆｯｸ 厚木市及川572 046-242-3511

田島外科 厚木市及川1-12-15 046-241-8715

米澤外科内科 厚木市飯山172 046-242-1111

徳川ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 厚木市上依知3002 046-281-8651

箕浦ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 厚木市関口823-1 046-245-0146

古屋産婦人科医院 厚木市妻田東2-3-3 046-224-8803

丸山内科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市妻田東2-30-38 046-221-6480

厚木胃腸科医院 厚木市妻田南1-16-36 046-223-1155

妻田内科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市妻田西3-17-8 046-223-3121

もうえｸﾘﾆｯｸ 厚木市妻田西3-13-36 046-297-6222

鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 厚木市林3-6-38 046-297-3131

湘南厚木病院 厚木市温水118-1 046-223-7815

今西内科 大和市下鶴間1900-14 046-275-8585

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

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

安野医院   大和市下鶴間2568 046-262-0311

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

つきみ野おなかと内科のｸﾘﾆｯｸ 大和市つきみ野1-6-29 046-276-1107

菊田内科医院 大和市林間2-1-5 046-274-0030

池田整形外科ｸﾘﾆｯｸ 大和市鶴間1-31-1 大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F 046-262-5788

宗内科･循環器科 大和市鶴間1-31-1 大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F 046-293-7774

宮崎外科医院  大和市鶴間2-10-3 046-274-0263

やまとｻﾝｸﾘﾆｯｸ 大和市大和東3-4-27 046-200-6757

ﾗｲﾗｯｸｸﾘﾆｯｸ 大和市鶴間2-11-29 第2大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1･3F 046-204-5551

いでぐち内科ﾘｳﾏﾁ科 大和市西鶴間1-1-7 046-204-5190

大和市
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小林国際ｸﾘﾆｯｸ   大和市西鶴間3-5-6-110 046-263-1380

成和ｸﾘﾆｯｸ 大和市西鶴間5-3488-7 046-264-3911

西鶴間ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 大和市西鶴間4-1-4 046-261-0867

山口医院   大和市西鶴間1-11-12 046-274-4067

ゆこすﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｸﾘﾆｯｸ 大和市西鶴間3-6-1 ﾊｲﾈｽｱﾐﾃｨ鶴間壱番館1F2F120号 046-244-6762

飯塚ｸﾘﾆｯｸ 大和市南林間1-5-8今木ﾋﾞﾙ2F 046-278-3207

高野ｸﾘﾆｯｸ 大和市南林間1-7-9 南林間西口第3ﾋﾞﾙ2F 046-277-1561

田口ｸﾘﾆｯｸ 大和市南林間7-25-6 046-275-3830

土岐医院     大和市南林間7-1-16 046-274-9188

和田ｸﾘﾆｯｸ 大和市南林間5-11-25 046-274-5251

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 野崎ﾋﾞﾙ2F 046-278-1201

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

さかい内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央林間4-5-15 KT袴田ﾋﾞﾙ2F 046-276-8131

塩坂外科医院   大和市中央林間9-8-31 046-275-3500

高田消化器･内科ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央林間6-11-15 046-278-2211

中央林間さくら内科 大和市中央林間4-16-20 中央林間ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F 046-278-1515

中央林間病院  大和市中央林間4-14-18 046-275-0110

ひぐち内科ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央林間3-4-16 Lilie中央林間1F 046-278-1777

林間ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央林間5-1-3 046-278-6668

深見台中央医院 大和市深見台3-5-28 046-263-6661

南大和病院  大和市下和田1331-2 046-269-2411

森田整形外科小児科 大和市下和田816-1 046-269-3662

もみの木医院 大和市大和南2-6-5 046-261-0214

家本循環器内科 大和市大和東2-5-12 046-261-1840

ささいｸﾘﾆｯｸ 大和市大和東1-7-21-3F 046-200-1717

大和東ｸﾘﾆｯｸ 大和市大和東1-4-2-2F 046-244-0810

大和ﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 大和市大和東3-1-6JMﾋﾞﾙ3F 046-204-5010

関水整形外科ｸﾘﾆｯｸ 大和市深見西2-3-28 046-200-2211

岡林ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央1-1-2 第2近藤ﾋﾞﾙ2F 046-262-4885

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

やまと中央循環器内科 大和市中央7-10-15 046-204-5090

● 大和徳洲会病院 大和市中央4-4-12 046-264-1111

やまと内科･小児科ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央2-14-9 046-265-3335

若葉ｸﾘﾆｯｸ 大和市中央1-7-21 046-265-6224

高座渋谷内科外科ｸﾘﾆｯｸ 大和市渋谷8-3-2 046-201-0370

高座渋谷つばさｸﾘﾆｯｸ 大和市渋谷5-22 IKOZA2F 046-279-5111

にれﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 大和市渋谷6-12-6 ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ渋谷1階 046-244-0562
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藤沼内科ｸﾘﾆｯｸ 大和市渋谷5-25-1 高座渋谷西口駅前日の出屋ﾋﾞﾙ1F 046-201-0161

本多産婦人科･内科医院   大和市渋谷5-39-2 046-267-7222

みひらｸﾘﾆｯｸ 大和市渋谷4-8-4 ｽｶｲｽﾃｰｼｮﾝ101号室 046-201-2220

小柳内科胃腸科  大和市福田5514-6 046-267-6003

桜ヶ丘中央病院 大和市福田1-7-1 046-269-4111

ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ 大和市福田2-8-1 046-269-0020

草柳ｸﾘﾆｯｸ 大和市草柳2-15-9 046-265-5358

たなかｸﾘﾆｯｸ 大和市桜森3-7-18 046-200-3322

芳沢医院   大和市上草柳1-3-2 046-264-1288

片山医院 伊勢原市高森2-3-7 0463-95-0030

野地医院 伊勢原市高森3-2-9 0463-93-4114

湘南伊勢原ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市高森3-5-12 0463-73-7162

ひまわりｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市石田224-11 0463-90-2203

医療法人社団誠知会誠知ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市沼目5-19-8 0463-91-1005

飯塚医院 伊勢原市伊勢原2-5-16 0463-95-0021

井上医院 伊勢原市伊勢原3-19-21 0463-95-0067

梶山内科ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市伊勢原3-16-2 0463-97-2882

武田ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市伊勢原2-2-15 0463-96-1024

湯浅ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市伊勢原1-32-17 0463-91-5522

東内科医院 伊勢原市桜台4-12-11 0463-93-1311

須藤医院 伊勢原市桜台1-7-29 0463-95-0650

伊勢原駅前ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市桜台1-2-13 0463-95-5011

うどﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市桜台1-2-10ｱｶﾙﾒﾝﾄ萩原1F 0463-90-3311

坂間医院 伊勢原市神戸538 0463-95-0068

鵜川医院 伊勢原市上粕屋1765 0463-91-0707

吉澤医院 伊勢原市上粕屋351-1 0463-95-0063

山田内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 伊勢原市板戸897-1ﾏﾝｼｮﾝﾋﾞｽﾀﾘｶ101 0463-91-2826

海老名駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 海老名市扇町3-6MACｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F 046-206-6711

もり整形外科眼科 海老名市東柏ヶ谷2-29-16-101 046-234-5565

さがみ野内科･呼吸器ｸﾘﾆｯｸ 海老名市東柏ヶ谷4-12-4 2F 046-240-1180

湘陽かしわ台病院 海老名市柏ヶ谷584-2 046-236-6355

かしわ台駅前ｸﾘﾆｯｸ 海老名市柏ｹ谷1052-2 046-234-1234

海老名中央医院 海老名市国分南3-6-17 046-231-4776

大澤ｸﾘﾆｯｸ 海老名市国分北1-4-16 046-235-5000

やよいｸﾘﾆｯｸ 海老名市国分北1-38-28 046-233-8419

宍戸医院 海老名市国分寺台5-13-11 046-231-7823

伊勢原市

海老名市
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内科小児科北川医院 海老名市国分寺台1-18-1 046-232-0550

横山ｸﾘﾆｯｸ 海老名市国分寺台5-13-1 046-232-6767

のざわ小児科内科医院 海老名市杉久保1715-8 046-238-9957

ｵｱｼｽ湘南ｸﾘﾆｯｸ 海老名市中河内1275 046-237-3733

海老名あおばｸﾘﾆｯｸ 海老名市本郷2209-2 046-238-6246

えびな桂冠内科ｸﾘﾆｯｸ 海老名市本郷2666-1 046-239-3900

大島ｸﾘﾆｯｸ 海老名市中新田24 046-236-3000

今里ｸﾘﾆｯｸ 海老名市今里1-10-12 046-232-8222

玉井小児科神経ｸﾘﾆｯｸ 海老名市上今泉4-13-18 046-233-7005

腎健ｸﾘﾆｯｸ 海老名市扇町15-1 046-231-8151

つげの木内科ｸﾘﾆｯｸ 海老名市中央1-19-33 046-259-8330

● ｶﾗﾀﾞﾃﾗｽ海老名 海老名市中央3-2-5 046-292-1311

えびな脳神経外科 海老名市下今泉4-2-14 046-236-2188

医療法人嘉仁会 入澤ｸﾘﾆｯｸ 座間市相模が丘1-18-26 042-748-7131

佐藤内科 座間市相模が丘4-19-18 046-252-1777

医療法人社団有智会 相模が丘内科 座間市相模が丘5-42-10 ﾃﾞﾘｽ相模が丘 042-742-6866

相模台健診ｸﾘﾆｯｸ 座間市相模が丘6-27-43 046-256-9235

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

鴇田医院 座間市相模が丘3-53-10 046-251-2205

若田部ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 座間市相模が丘1-25-3  METORO PLAZA7  1-A 042-705-8083

武長眼科 座間市相模が丘5-42-10 ﾃﾞﾘｽ相模が丘 042-741-1324

相模台病院 座間市相模が丘6-24-28 046-256-9235

前田医院 座間市ひばりが丘3-8-7 046-251-3137

医療法人社団 菊田医院 座間市さがみ野3-1-12 046-253-1234

中村整形外科 座間市さがみ野1-5-8 046-256-7355

医療法人社団昌栄会 相武台病院 座間市相武台1-9-7 046-256-5111

医療法人社団忠優会 相武台外科胃腸科医院 座間市相武台1-26-24 046-254-3221

医療法人社団恵優会 相武台ﾆｰﾚﾝｸﾘﾆｯｸ 座間市相武台1-35-10 中央企業ﾋﾞﾙ1F 046-298-2552

医療法人社団洋和会 相武台ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 座間市相武台3-27-60 046-255-3003

医療法人健理会 たかはしｸﾘﾆｯｸ 座間市相武台3-42-61 それいゆ相武台1F 046-257-7737

医療法人社団ﾌﾙﾔｸﾘﾆｯｸ 降矢医院 座間市相武台3-18-51 046-251-1364

馬來内科胃腸外科 座間市相武台2-38-31 046-255-3228

まきた眼科座間院 座間市広野台2-10-4ｲｵﾝﾓｰﾙ座間2F 046-204-5771

くりはらﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 座間市栗原1199-4 046-200-9898

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

医療法人社団 広井内科医院 座間市緑ヶ丘4-7-7 046-254-8307

ﾏｻﾞｰﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 座間市緑ヶ丘2-1-15-3 046-204-5621

座間市
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竹川胃腸科医院 座間市立野台2-3-6 046-254-3166

立野台内科ｸﾘﾆｯｸ 座間市立野台3-14-5 046-204-9222

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

内山外科整形外科 座間市入谷東2-32-6 046-253-4333

医療法人 宮本内科小児科 座間市入谷東2-6-23 046-255-5222

さとだ内科ｸﾘﾆｯｸ 座間市入谷西3-18-1 座間駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 046-298-0066

ざま眼科ｸﾘﾆｯｸ 座間市入谷西3-19-23 内藤ｼﾃｨﾏﾝｼｮﾝ 046-251-6234

(医)鈴木医院 南足柄市関本930 0465-74-0021

(医)大雄山ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 南足柄市関本569ｳﾞｪﾙﾐ2 4F 0465-20-9522

(医)南足柄ｸﾘﾆｯｸ 南足柄市関本565-5 301 0465-72-7701

南足柄ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 南足柄市関本565-5 204 0465-72-5756

こうの内科ｸﾘﾆｯｸ 南足柄市岩原180-1 0465-73-2218

(医)いのうえｸﾘﾆｯｸ 南足柄市沼田97-1 0465-71-1311

(医)石川医院 南足柄市塚原710-2 0465-72-1230

(医)光生診療所 南足柄市塚原1407 0465-74-4671

(医)武尾医院 南足柄市塚原2641 0465-74-0235

(医)朱鷺会 大内病院 南足柄市中沼594-1 0465-74-1515

(医)奥津医院 南足柄市生駒381 0465-74-0024

共ヶ岡診療所 綾瀬市大上3-20-23 0467-78-1598

比留川医院 綾瀬市深谷南1-6-3 0467-79-0355

綾瀬消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 綾瀬市深谷中1-16-35 2F 0467-50-0422

綾瀬ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｸﾘﾆｯｸ 綾瀬市深谷中1-16-35 0467-71-0307

紀医院 綾瀬市深谷中6-19-18 0467-78-0327

医療法人ONE きくち総合診療ｸﾘﾆｯｸ 綾瀬市深谷中7-18-2 ﾗｲｽﾞﾓｰﾙ綾瀬1階 0467-76-1000

熊倉整形外科 綾瀬市深谷上2-3-12 0467-77-7111

島田外科･内科 綾瀬市上土棚中6-14-26 0467-76-0006

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

医療法人社団敬愛会 吉﨑医院 綾瀬市上土棚南6-4-5 0467-78-8854

菅原医院 綾瀬市小園南1-11-13 0467-77-0885

市川医院 綾瀬市寺尾南1-6-17 0467-78-7311

医療法人愛幸会 原ｸﾘﾆｯｸ 綾瀬市寺尾釜田1-1-8 0467-79-8348

(医)湘南葉山ﾃﾞｲｹｱｸﾘﾆｯｸ 三浦郡葉山町一色1746-2 046-876-3811

(医)葉山のむらｸﾘﾆｯｸ 三浦郡葉山町一色2154-2 046-875-8615

(医)竹田医院 三浦郡葉山町堀内1426-4 046-876-1939

森戸海岸三浦ｸﾘﾆｯｸ 三浦郡葉山町堀内1163-7 046-876-7881

葉山町

南足柄市

綾瀬市
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ﾎﾘｽﾃｨｯｸﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 三浦郡葉山町堀内895-6 046-877-5020

ののはなｸﾘﾆｯｸ 三浦郡葉山町堀内1735-52 046-827-6321

葉山岩崎内科ｸﾘﾆｯｸ 三浦郡葉山町堀内825-3 046-875-0036

(医)長柄診療所 三浦郡葉山町長柄849 046-884-8560

(医)葉山ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ 三浦郡葉山町下山口1898-1 046-875-1717

永田外科 高座郡寒川町倉見3793-3 0467-75-6075

寒川駅前ｸﾘﾆｯｸ 高座郡寒川町岡田1-4-3 0467-72-3588

高山産婦人科･内科 高座郡寒川町岡田5-5-8湘南寒川医療ﾓｰﾙ2F 0467-73-1103

たけむら内科ｸﾘﾆｯｸ 高座郡寒川町岡田3-9-59ﾇｰﾍﾞﾙﾊﾞｰｸﾞ湘南大久保ｲｰｽﾄ1F 0467-75-3220

原田医院 高座郡寒川町岡田3-7-35 0467-74-0702

神部医院 高座郡寒川町宮山3035 0467-74-5000

寒川病院 高座郡寒川町宮山193 0467-75-6680

さむかわ富田ｸﾘﾆｯｸ 高座郡寒川町一之宮1-9-2 0467-72-5777

横山外科･胃腸科 高座郡寒川町田端1159 0467-74-7707

大谷ｸﾘﾆｯｸ 中郡大磯町大磯362-1 0463-60-3111

國谷整形外科 中郡大磯町大磯949番地 0463-61-0238

医療法人 庚辰会 ｸﾞﾘｰﾝ内科ｸﾘﾆｯｸ 中郡大磯町大磯1115番地 0463-60-3131

ひよこｸﾘﾆｯｸ 中郡大磯町大磯1654番地3 0463-61-7963

医療法人社団 脇 医院 中郡大磯町大磯1562番地 0463-61-0829

医療法人社団 森田内科医院 中郡大磯町東小磯10番地1 0463-61-8887

大磯ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 中郡大磯町国府新宿547 0463-70-1110

簑島医院 中郡大磯町国府新宿402番地 0463-71-0184

医療法人社団湘医会 月京ｸﾘﾆｯｸ 中郡大磯町月京9-11 0463-71-2321

東海大学大磯病院 中郡大磯町月京21番地1 0463-72-3211

湘南大磯二宮ｸﾘﾆｯｸ 中郡二宮町二宮795 0463-71-1612

医療法人湘清会さだもとｸﾘﾆｯｸ 中郡二宮町二宮821番地30 0463-72-5737

住田医院 中郡二宮町二宮122番地8 0463-71-0179

医療法人社団 たけすえ小児科 中郡二宮町二宮904番地 0463-71-9735

さくら診療所 中郡二宮町二宮1421-2 0463-74-6724

医療法人 西山ｸﾘﾆｯｸ 中郡二宮町二宮1285番地1 0463-71-1212

医療法人社団青山会二宮しおみｸﾘﾆｯｸ 中郡二宮町二宮479番地5 0463-70-6288

横山医院 中郡二宮町二宮1048番地2 0463-72-2580

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

医療法人 井上整形外科 中郡二宮町百合が丘1丁目1-1 0463-72-4114

加藤ｸﾘﾆｯｸ 中郡二宮町百合が丘2丁目4-1 0463-71-8443

寒川町

大磯町

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

朝長医院 足柄上郡中井町北田529-7 0465-81-1118

りゅう医院 足柄上郡中井町比奈窪35 0465-81-0223

瀬戸ｸﾘﾆｯｸ 足柄上郡大井町山田1133 0465-82-7886

(医)大井町ｸﾘﾆｯｸ 足柄上郡大井町上大井409-5 0465-82-8971

(医)渥美医院 足柄上郡大井町金子48 0465-82-2539

(医)佐藤病院 足柄上郡大井町金子1922-3 0465-83-5611

堀内医院 足柄上郡大井町金子849-1 0465-82-1301

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

(医)佐藤内科医院 足柄上郡松田町松田惣領1333 0465-82-0565

まごころ内科整形外科ｸﾘﾆｯｸ 足柄上郡松田町惣領992-1 0465-83-1789

山田内科医院 足柄上郡松田町庶子1543-1 0465-83-0061

(医)飛彈ｸﾘﾆｯｸ 足柄上郡山北町向原150 0465-75-1717

(医)山北中央診療所 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 足柄上郡山北町山北711-32 0465-75-0095

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

岡部医院 足柄上郡開成町吉田島2819 0465-82-5569

小泉ｸﾘﾆｯｸ 足柄上郡開成町吉田島4352-3 0465-82-1117

(医)樹医院 足柄上郡開成町吉田島4320-2 0465-85-1111

松元医院 足柄上郡開成町吉田島408 0465-82-0845

(医)白鴎医院 足柄上郡開成町牛島270 0465-82-0890

(医)あじさい内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 足柄上郡開成町みなみ5-4-17 0465-85-3251

土屋医院 足柄下郡箱根町湯本613 0460-85-5034

尾泉内科医院 足柄下郡箱根町宮城野622 0460-82-2423

郷医院箱根小涌園診療所 足柄下郡箱根町ﾆﾉ平1274-84 0460-82-2672

元箱根木村医院 足柄下郡箱根町元箱根63 0460-85-1117

箱根ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 足柄下郡箱根町仙石原1285 0460-84-9111

仙石原永井医院 足柄下郡箱根町仙石原984 0460-84-8295

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

湯河原中央温泉病院 足柄下郡湯河原町中央4-11-2 0465-63-2555

真鶴町
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当日
保健指導 医療機関名 住所 電話番号

川﨑内科医院 足柄下郡湯河原町中央1-11-5 0465-63-3605

後藤耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ 足柄下郡湯河原町中央2-5-6 0465-62-8777

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

湯河原胃腸病院 足柄下郡湯河原町土肥4-3-1 0465-62-7181

草柳小児科医院 足柄下郡湯河原町土肥2-5-6 0465-63-4600

川越内科ｸﾘﾆｯｸ 足柄下郡湯河原町土肥1-3-10一福堂第2ﾋﾞﾙ2階 0465-60-3830

山﨑小児科医院 足柄下郡湯河原町土肥1-14-4 0465-62-7361

五十子内科医院 足柄下郡湯河原町土肥2-13-19 0465-62-3475

山口外科医院 足柄下郡湯河原町鍛冶屋193 0465-62-7131

こまつｸﾘﾆｯｸ 足柄下郡湯河原町宮上50-8 0465-60-1415

JCHO 湯河原病院 足柄下郡湯河原町中央2-21-6 0465-63-2211

愛川北部病院 愛甲郡愛川町角田281-1 046-284-2323

関根医院 愛甲郡愛川町角田1343-1 046-286-5431

熊坂外科･内科医院 愛甲郡愛川町中津7417 046-285-1139

ﾕﾉｸﾘﾆｯｸ 愛甲郡愛川町中津818-1 046-284-2111

さくらｸﾘﾆｯｸ 愛甲郡愛川町中津1814-1 046-284-1002

石井医院 愛甲郡愛川町半原2266-1 046-281-2105

八木ｸﾘﾆｯｸ 愛甲郡愛川町半原2724-1 046-280-1888

愛川町
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