
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用い
た診療の実施の有無

再診の電話等を用い
た診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 神内科 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向５－９－２３

健ナビメディカルモール２F
045-580-2233 http://www.jin-naika.com × ○ 内科

神　康之 
神　由加理

2 うしおだ診療所 230-0048 神奈川県横浜市鶴見区本町通1-16-1 045-521-5147 http://www.ushioda-clinic.jp/ × ○ 内科・精神科

野末　浩之
加藤　崇之
渡部　琢也
長浜　政博

汐田総合病院（神奈川県横浜市鶴見区）

3
横浜ハビリテーションク

リニック
230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町6－9
サンワイズビル２F

045-717-7775 https:/yokohama_habil.jp × ○
精神科
診療内科
リハビリ科

日原　伸彦
市田　典子
高木　一江

特になし

4
からさわ整形外科クリニッ

ク
230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町22－１ 045-581-5469 https://www.karasawa.gr.jp/ ○ 整形外科 柄澤　玄宏

5 さいわい鶴見病院 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町21－１ 045-581-1417 https://tsurumihp.jp/ × ○
内科

整形外科

6
 鶴見駅前リウマチ・内科

クリニック
230-0062

 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１７－２
互省ビル２Ｆ

045-716-6533 ○ ○
内科　

リウマチ科
 原田　修次

川崎市立川崎病院（川崎市川崎区新川通１２−１）
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市

東部病院
（横浜市鶴見区下末吉三丁目６番１号）

7  矢野医院  230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１３－３６  045-583-5281  http://www.yano-med.jp/ × ○
内科
小児科

矢野　謙一
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市

東部病院
（横浜市鶴見区下末吉三丁目６番１号）

8 内科・小児科前広医院 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町10-7 045-571-2333 ○ ○
内科

小児科
前廣 康平

済生会横浜市東部病院
（鶴見区下末吉３－６－１）

9 雪吹医院 230-0031 神奈川県横浜市鶴見区平安町１－38－４ 045-501-3607 ○ ○
内科

小児科
性病科

雪吹　周秀
済生会横浜市東部病院

（鶴見区下末吉３－６－１）
川崎市立病院

10 福村クリニック 230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場3-22-12 045-571-7464 ○ 内科 福村　基典

11 ふれあい鶴見ホスピタル 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾４－４－22 045-586-1717
http://www.fureai-

g.or.jp/tsu/tsurumihp.htm
× ○

内科、脳神経外科
神経内科、整形外

科
循環器内科

森、石井、土屋、
坂巻、田口、馬

場（非常勤）

12 東寺尾第２クリニック 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１－３９－１６ 045-582-5610 ○ ○
内科
小児科

宮地　清光 当院

13 宮崎整形外科皮フ科 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目14-5 

キャッスルマンシヨン鶴見1F
045-506-1771 ○ 整形外科 宮崎　麻男

済生会横浜市東部病院
（鶴見区下末吉３－６－１）

基本情報 事務連絡に基づく対応について

番号

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（神奈川県）
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14 ひだまり在宅クリニック 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－８－５

幸栄ビル２Ｆ
045-947-2962

http://www.hamakaze.org/hidamari.
html

× ○ 内科
都丸　公二
宮崎　真吾

済生会横浜市東部病院
（鶴見区下末吉３－６－１）

15 川口クリニック 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－１５－１５－１０

１
045-508-0089 ○

内科
皮フ科

川口　英雄

16 小原クリニック 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央

１－３１－２－２１３
045-511-2411 ○ 精神科 小原　博 横浜市東部病院（横浜市鶴見区下末吉３－６－１）

17 小出内科・胃腸科 230-0063 神奈川県横浜市鶴見区鶴見１－１１－１７ 045-584-873 × ○
内科
小児科

小出浩平

横浜市民病院
（神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町５６）

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉３－６－１）

18 古谷小児科 230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町２－１１３－１ 045-501-9160 × ○ 小児科 古谷　正伸 検討中

19 大関医院 230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町１－３７ 045-501-4328 ○ 皮膚科 篠原　恵美

20 大塚医院 230-0003 神奈川県横浜市鶴見区尻手2-3-57 045-582-1999 http://www.ootsuka-iin.jp ○ ○
内科
皮膚科
整形外科

大塚　宏

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1）

川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町31-27）

21
公益財団法人横浜勤労者
福祉協会　梶山診療所

230-0074 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-22-16 045-582-0123 http://kajiyama-clinic.la.coocan.jp/ × ○

内科
整形外科
皮膚科
脳外科

岡山　豊 汐田総合病院（神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20）

22 橋爪医院 230-0015 神奈川県横浜市鶴見区寺谷２－１３－７ 045-581-3064
http://www.yha-net.jp/hashizume/

○
脳神経外科
整形外科

橋爪　敬三
中山　学

23 つるとうクリニック 230-0022 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町8-21-2 045-834-8660 https://www.yoko-ho.or.jp/ × ○ 内科 小野　邦春

24 はたファミリークリニック 230-0022 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町11－１ 045-508-1133 https://www.hata-jibika.com/ ○ ○

耳鼻科
内科

小児科
アレルギー科

堀口　哲男
松浦　健太郎

済生会東部病院
太田総合病院

25 村上医院 230-0022 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町１０－２５ 045-501-7727 ×（カルテ有の場合○） ○
内科

小児科
村上　次夫

村上　万里子
済生会横浜市東部病院

（鶴見区下末吉３－６－１）

26 芝山内科 230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町４－２８ 045-501-4379 ○ ○ 内科 芝山　幸久 済生会横浜市東部病院

27 佐藤医院 230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町１２－１９ 045-571-4893
https://www.tadaaki-s.jp/

○ （限定的） ○ （限定的）
外科
胃腸科
肛門科

佐藤　忠昭
汐田総合病院（横浜市鶴見区矢向１－６－２０）
佐々木病院（横浜市鶴見区下末吉１－１３－８
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28 さとう内科クリニック 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－５－１２－３０１ 045-573-5419 × ○
内科

神経内科
佐藤　員久 東部病院

29
つるみクローバークリ

ニック
230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6-3-25 045-572-1900 https://www.clover-clinic.jp/ ○ ○

内科小児科皮膚
科アレルギー科

関口健志　　　
田畑忍

30
医療法人社団つくし会
反町駅前内科皮膚科

221-0825
神奈川県横浜市神奈川区反町3-18-2

スタイリオ横浜反町2階
045-321-2032 http//www.tammachi-ekimae.com ×

○（但し、慢性疾患
に限る）

内科
皮膚科

川久保嘉昭
川久保恵

31
医療法人社団　藤中整形

外科
221-0076

神奈川県横浜市神奈川区白幡町6-19
パレ白楽1階

045-433-7700
http://home.a06.itscom.net/fujinaka

/
× ○ 整形外科 藤中太郎 横浜労災病院（神奈川県横浜市港北区小机町3211）

32
ポートサイド女性総合ク

リニック
221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-25-3F 045-440-5567 https://www.vivalita.com/ ○ ○ 婦人科 清水　なほみ けいゆう病院（横浜市西区みなとみらい）

33 有田内科クリニック 221-0003
神奈川県横浜市神奈川区大口仲町60-1

グレース塩谷1階
045-423-8813 http://www.aricli.com/ ○ ○

内科
小児科

有田　洋右 済生会神奈川県病院、菊名記念病院、大口東総合病院

34
神奈川脳神経外科

クリニック
221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-20-7-2F 045-433-7773 http://kanagawa-nsclinic.com/ × ○ 脳神経外科

高宮至昭
各務　宏
稲葉　真
峯田　寿裕

済生会神奈川県病院
（神奈川県横浜市神奈川区富家町6-6）

35 神之木クリニック 221-0001
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-25-19

ラクラッセ西寺尾4階
045-435-0113 ○ ○

内科
小児科

山本忍

36 薩田内科クリニック 221-0864
神奈川県横浜市神奈川区菅田町2647

菅田町メディカルビル1Ｆ
045-477-4022 × ○

内科
消化器科
循環器科

薩田　正之

37 なかきどクリニック 221-0046
神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町

１０－４－１０１
045-453-1553 www.nakakidoclinicco.jp ○ ○ 内科  小泉幸弘 横浜市民病院

38
医療法人社団ゆうま会
神大寺ホームケアクリ

ニック
221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1－11－12 045-548-5166 https://kandaijihc.com/ ○ ○

内科
呼吸器内科

松村　純子
藤﨑　恭子
髙橋　弘毅

医療法人社団ゆうま会
赤尾内科クリニック

（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町11-22）

39 福永クリニック 221-0841 神奈川県横浜市神奈川区松本町１－３－４５ 045-321-6321 × ○ 内科  福永俊明

40 ななしまクリニック 221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町161-5 045-439-7728
https://www.nanashima-

clinic.com/
× ○

内科
小児科

小野瀬輝
けいゆう病院（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-

3）

41 おおぐり医院 221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町127-9 045-430-1105 http://www.ooguriiin.jp/ ○ ○
内科
小児科

　大栗　治彦 　
 大栗　香

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1）

菊名記念病院
（神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27）

横浜労災病院
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42
医療法人財団　俊陽会　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　古川病院
221-0021 神奈川県横浜市神奈川区子安通２丁目２８６番地 045-441-3366 http://furukawa-hospital.com × ○

内科
小児科

内科　古川健太郎
内科　進藤彦二
内科　伊藤裕乃
内科　山中　研

小児科　塚本　容
子

内科　佐藤　怜奈
内科　岸本　有為
内科　土田　浩生
内科　白井　重光
外科　足立　幸博
内科　足立　香代
内科　瀬尾　継彦
内科　相川　博音
内科　山本雄太郎

43 まつうら小児科・内科 221-0851 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町8-6 045-321-3171 https://www.matsuuraclinic.com/ ○ ○
内科

小児科
松浦　幹夫 横浜市立市民病院

44
医療法人社団ゆうま会
赤尾内科クリニック

221-0852 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町11－22 045-548-3166 https://akaoclinic.com/ ○ ○

内科
呼吸器内科
腎臓内科
消化器内科

赤尾　正樹
赤尾　正恵
伊藤　剛

医療法人社団ゆうま会
神大寺ホームケアクリニック

（神奈川県横浜市神奈川区神大寺1－11－12）

45
横浜みなとメディカル

クリニック
221-0053

神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-5-1
サンシティみなとみらいEAST 1階

045-440-1221 http://soushinkai.jp/yokohama/ ○ ○ 内科 倉田　真衣

横浜みなとメディカルクリニック（当院）
横浜市立市民病院（神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町56）
済生会神奈川県病院（神奈川県横浜市神奈川区富家町6-6）
けいゆう病院（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3）
みなと赤十字病院（神奈川県横浜市中区新山下3-12-1）

46 横浜西口眼科 221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－２

ＴＳプラザビル６Ｆ
 045-411-0550 × ○ 眼科  日下部健一

47 脳神経外科東横浜病院 221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町888 045-383-1121 https://noukyukai.or.jp ○ ○ 脳神経外科
岩本　哲明　　

郭　　樟吾

48
新横浜フォレストクリ

ニック
222-0026 横浜市港北区篠原町３０１４－２ 045-438-3720 http://shinyokohama-fc.jp × ○

内科
神経内科

中坂義邦 横浜市立市民病院

49 北新横浜内科クリニック 223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-2-3-4F 045-533-2235 http://kaiseikai-net.or.jp/ ○ ○ 内科
神谷　有久理　
宮本　みのり　

坂上　義剛

50 石川こどもクリニック 222-0002
神奈川県ン横浜市港北区師岡町700

トレッサ横浜南棟１階
045-533-5065 http://www.ishikawa-clinic.net/ ○ ○ 小児科

石川　清明
平林　千寿
山本　将平
金子 綾太

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目6-1）

51 露木クリニック 222-0012 神奈川県横浜市港北区富士塚１－11ー39 045-401-6633 http://www.tsuyuki-clinic.jp/ ○ ○ 内科 露木　建
菊名記念病院

（港北区菊名４－４－27）

52 中野こどもクリニック 222-0012 神奈川県横浜市港北区富士塚１－１－１ 045-434-6500 http://nakanokodomo.com/ × ○ 小児科 中野　康伸
横浜労災病院

横浜市港北区小机町3211

53 日吉本町クリニック 233-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目１０番５０号　

ココファン日吉１Ｆ
045-560-3766

http://www.yamamoto-
kinen.or.jp/hiyoshi_clinic/

○（内容により不可） ○
整形外科

内科
皮膚科

初見　俊明
伊嵜　友利
松島　朋子
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54
医療法人医信会　石井内

科医院
223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町6-26-5 045-561-4704 https://ishii-naika2014.jp/ ○ ○

内科
小児科

石井　信義
石井　信朗

55 山下整形外科 223-0062
 神奈川県横浜市港北区日吉本町４－１２－８

南日吉ビル２階
045-560-3472

https://www.yamashitaseikei.jp
/

○ ○ 整形外科 山下肇 未定

56 日吉こどもクリニック 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町1-9-26 

ＭＫハイム1F
045-560-1850 http://www.hiyoshi-kodomo.com ○ ○ 小児科 石川明道 横浜労災病院（横浜市港北区小机3211）

57 日吉内科 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-8-3 045-566-2385 http://hiyoshi-naika.jp/ × ○
内科

アレルギー科
三好　玲
三好　映子

みよしクリニック（神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-6）

58 たかみざわ医院 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-23-5 045-561-8641 http://takamizawa-iin.server-sh × ○
内科
小児科

高見沢重隆 川崎市立井田病院

59 八木医院 223-0062   神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１－６ 045-561-2095 ○ ○ 内科 八木　光

60 内村内科・腎クリニック 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉5-13-4 045-534-3334
https://uchimura-kidney-

clinic.com/
○ ○ 内科 内村　英輝

川崎市立井田病院（川崎市中原区井田２－27－１）
済生会横浜市東部病院（鶴見区下末吉３－６－１）

61
日吉メディカルクリニッ

ク
211-8526

神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1
慶應義塾日吉キャンパス協生館1階

045-564-1740 https://hiyoshi-medical.com/ ○ ○

内科
整形外科（再診

のみ）
耳鼻咽喉科

髙田　哲也
（他ホームペー

ジ参照）

62 いけだ整形外科 222-0001
神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40

　T－PLATZ　2F
045-533-6260 http://www.ikedaseikei.com ○ ○ 整形外科 池田和男

横浜労災病院（横浜市港北区小机町3211）
関東労災病院（川崎市中原区木月住吉町1-1）

済生会横浜市東部病院（横浜市鶴見区下末吉3-6-1）

63 三石内科クリニック 222-0001
神奈川県横浜市港北区樽町１－２４－７　

鈴木ビル２Ｆ
045-531-1116 × ○

内科
消化器内科

三石　卓

64 医療法人社団荻原医院 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山３－７－１７ 045-531-3195 http://www.ogiharaiin.jp/ ○ 内科 荻原　泰 菊名記念病院

65
大倉山メディカルクリ

ニック
222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山3－41－22　1階 045-834-7370 https://www.ookurayama-mc.com/ ○ ○ 内科 山本伸 横浜労災病院（神奈川県横浜市港北区小机町3211番地）

66 里見医院 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山３－１－５ 045-543-1551 × ○
内科
小児科

井上　明代

67 医）服部クリニック 222-0031 神奈川県横浜市港北区大倉山1-28-3 045-545-0001 ○ ○
内科

小児科
服部　春木

横浜労災病院（神奈川県横浜市港北区）
済生会横浜市東部病院（神奈川県横浜市鶴見区）

菊名記念病院（神奈川県横浜市港北区）
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68 シオン皮フ科クリニック 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-3

リバサイドビル2Ｆ
045-470-6432 https://sion-hifuka.jp ○ ○ 皮膚科 康井　真帆

69
てんかんと発達の横浜み

のる神経クリニック
222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－６－１６　２階 045-471-1082 https://minoru-shinkei.jp/ ○ ○

脳神経内科・精
神科

小児科・小児精
神科

寺田　清人
斎藤　和代

神奈川県立こども医療センター
（神奈川県横浜市南区六ッ川２－１３８－４）
国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター

（静岡県静岡市葵区漆山８８６）
聖マリアンナ医科大学

（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）
横浜市立大学附属病院

（神奈川県横浜市金沢区福浦３－９）

70 新川新横浜クリニック 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-13-2F 045-476-9009
http://www.shinkawa-

shinyokohama.com
○

耳鼻咽喉科
陶　陽

71 新横浜かとうクリニック 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-13

　新横浜ステーションビル8階
045-478-6180 http://katoclinic.info ○ ○

消化器内科　呼
吸器内科　腫瘍

内科
加藤　洋一

横浜労災病院（神奈川県横浜市港北区3211）　菊名記念
病院（神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27）

72
トラベルクリニック新横

浜
222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6　
第一K・Sビル３F

045-470-1011 http://travelclinics.jp/ × ○
内科　　　　　

消化器内科
古賀　才博 横浜労災病院

73
新横浜こころのホスピタ

ル
222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-21-6 045-474-1155 http://www.kyourinkai.com/kokoro/ × ○ 精神科

宮川和哉
平沢俊行
菅原龍太郎
石井竜也

現状、特になし

74
医療法人社団藤塚外科胃

腸科
223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町２８７２番地 045-543-3781 ○

外科　胃腸科
内科　整形外科

 藤塚　和光

75 すとう整形外科クリニック 223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽町２０８０番地１

メディカル・モール・ブラザー１階
045-716-8063  http://www.sutoclinic.com ○ ○

整形外科
リウマチ科

須藤　光敏

76 すぎうら眼科 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１６７１ 045-533-1203
http://www.sugiura-

eyeclinic.org/
× ○ 眼科 杉浦　暁美

77
横浜市スポーツ医科学セ

ンタークリニック
222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3302-5 045-477-5050 http://www.yspc-ysmc.jp/ ○

内科
整形外科

長嶋淳三
髙木明彦
清水邦明
田中康太
小林創

78  菊池整形外科医院 226-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町１１３２ 045-431-8950 × ○
整形外科
リウマチ科

 持田　睦

79 岸根公園皮膚科 222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町１１２９−２０３ 045-439-7511
https://itp.ne.jp/info/1472663

10200000899/
○ ○ 皮膚科 宮川　加奈太

80 藤井クリニック 222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町1034-7 045-432-0110 http://www.fujii-clinic.net △(条件あり) ○ 内科胃腸科外科 藤井勇一 横浜労災病院

81 おおそねクリニック 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町1148-1　1F 045-548-0707 http://osoneclinic.jp/ × ○
内科
小児科

佐々木聡子

82
くまのこキッズ

アレルギークリニック
223-0052

神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17
アピタテラス横浜綱島2F

045-547-8822 http://www.kumanoko-clinic.net ○ ○
小児科

アレルギー科
岡本　義久

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目6-1）

83 あかつきクリニック 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東４－２－５－１０１ 045-543-7101 ○
内科

胃腸内科
山田　暁輝

84
綱島泌尿器科・内科クリ

ニック
223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１－６　３Ｆ 045-533-0177 http://www.tucl.jp/ ○ ○

内科
泌尿器科

大隅　信幸 横浜労災病院（横浜市港北区小机町３２１１）

85 川野循環器内科医院 223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島西4-8-18

川野ビル3階
045-540-7900

https://clinics.medley.life/cl
inics/5ae6a7d5558e2a00dee15fc7

○ ○
内科

循環器内科
川野芳幸

86
高木脳神経外科クリニッ

ク
223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西3-2-20
綱島別所プラザ2階

045-545-0888 https://takagi-nouge.com
オンライン診療可

電話不可
○

脳神経外科
神経内科

高木　信 受診者の都合を考慮し適宜選定

87
医療法人泰寿会　さかも

と小児クリニック
223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西2-7-2
第7吉田ビル５階

045-540-1023 https:/www.sakamoto-c.com × ○ 小児科 坂本泰寿
済生会横浜市東部病院（横浜市鶴見区下末吉３－６－

１）

88 ルカ皮フ科クリニック 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名1-6-11

平田ビル2階
045-947-4122 http://www.ruka-hihuka.jp ○ ○ 皮膚科 河原紗穂
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89 平本医院 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘１－２４－３ 045-923-0868 ○ ○ 内科　小児科 平本明
医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院

横浜市緑区十日市場町1726－７

90 福村内科 226-0002 神奈川県横浜市緑区東本郷４－１－２２ 045-471-7766 ○ ○ 内科 福村　基之

91 ぽっけキッズクリニック 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6−24−13 045-988-5330 https://www.pokkekids.com/ ○ ○
小児科・アレル

ギー科

神奈川県横浜市
緑区長津田4-

11-14

あっぷりけキッズクリニック（神奈川県横浜市緑区長津
田4-11-14）

92 みなみ台内科クリニック 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-4-4 045-988-1507 https://www.minamidai-cl.com/ ○電話のみ ○電話のみ
内科

消化器科
萬屋　基

昭和大学藤が丘病院
昭和大学横浜市北部病院

93 みなみ台小に科 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-20-9 045-982-7041 × ○
小児科
内科

古藤　秀洋

94
みなみレディースクリ

ニック
226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-1-5 045-482-7373 http://minamiladysclinic.jp ○ ○ 産婦人科 森　理子

昭和大学藤が丘病院(神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-
30）

95 ながつた脳神経外科 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田５丁目５−１３

長津田メディカルスクエア６Ｆ
045-988-1855 https://nagatsuta.clinic/ ○

脳神経外科　
神経内科

根本哲宏

96
長津田レディース

クリニック
226-0027

神奈川県横浜市緑区長津田5-3-7
ソルタス長津田２F

045-985-1122 https://nagatsuta-lc.com/ × ○
産婦人科
乳腺外科

井原 規公
井原 規公

昭和大学藤が丘病院（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-
30）

97
あかおぎ内科リウマチクリ

ニック
226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田４－２－１８－２Ｆ 045-988-8080 http://akaogi-clinic.jp ○ ○

内科
リウマチ科

アレルギー科
赤荻　淳

98
あっぷりけキッズクリニッ

ク
226-0027

神奈川県横浜市緑区長津田4-11-14
さくらクリニックモール内

045-984-8800 http://www.pokkekids.com ○ ○ 小児科
吉崎　薫
大川　拓也

99 森の子キッズクリニック 226-0011 神奈川県横浜市緑区中山5-29-18 045-929-5501 ○ ○ 小児科 山田俊彦

100 楠原医院 226-0019 神奈川県横浜市緑区中山３ー34－38 045-933-2561 × ○ 内科 沖　浩佳
昭和大学藤が丘病院

101 あおいクリニック 226-0019 神奈川県横浜市緑区中山１－６－７ 045-935-1133 https://aoi-clinic.yokohama/ ○ ○
内科

泌尿器科
浅井拓雄
大塚真史

上白根病院（神奈川県横浜市旭区上白根2丁目65-1）
昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎

中央35-1）
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102
医療法人社団恵生会

竹山病院
226-0005 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-9 045-932-1668

http://www.med-
keiseikai.or.jp/take/

× ○

内科
外科

形成外科
整形外科
神経内科
皮膚科
泌尿器科
耳鼻咽喉科

大矢　美佐
田野　啓子
森　華奈子

横浜労災病院（神奈川県横浜市港北区小机町3211）

103 田口メディカルクリニック 226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町１７７－１－１Ｆ 045-932-0303 http://t-m-c.sakura.ne.jp ○ ○ 内科 田口　崇人
自院

受付時間９：００～１１：３０（診療日のみ）

104 みどりの家診療所 226-0022 神奈川県横浜市緑区青砥町220-1 045-937-6102
http://www2.hp-

ez.com/hp/midorinoie/page1
○ ○ 小児科 石塚　大広 つづきの家診療所

105  みどりクリニック  226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市場町８００－３

エテルナⅢ　３Ｆ
 045-981-2892

 http://www.midori-
clinic.or.jp

○ ○
内科

泌尿器科
 白井尚

106
三保町内科・循環器クリ

ニック
226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町1803-1-102 045-936-0034 http://www.mihonaika-cl.com/ × ○

内科
循環器内科
小児科

小野　文明　
酒井　正憲

107 鴨居病院 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居５－２７－１０ 045-933-1911 ○ ○ 全科 七尾

108 加茂皮フ科クリニック 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居４－３－１５

チサンマンション１０５
045-933-1612 ○ 皮膚科 森　真理子

109 ししど内科クリニック 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居４－２－３１ 045-929-4114 http://www.shishido-naika.com/ ○ 内科  宍戸　敏浩 横浜労災病院（横浜市港北区小机町３２１１）

110 あざがみクリニック 225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－６５－６ 045-909-0092 http://www.azagami.com △ ○
小児科･アレル

ギー科
阿座上志郎

聖マリアンナ医科大学病院（川崎市宮前区菅生2-16-1）
昭和大学藤が丘病院（青葉区藤が丘1-30）

111 レディースクリニック市ヶ尾 225-0024
神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町１１５４

市ヶ尾プラーザビル１階
045-979-1797 http://www.ichigao.jp/ ○ ○ 婦人科 高橋　誠治

昭和大学藤が丘病院
横浜総合病院

112 松田クリニック 225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西２－６－３ 045-909-0130 https://www.matsuda-clinic.org/ ○ ○
内科

呼吸器科
皮膚科

松田　州弘
松田　敬子

113 桑原クリニック 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘３－３２－５ 045-901-1234 ○ ○
小児科
内科

桑原　利彦

横浜総合病院
（横浜市青葉区鉄町２２０１－５）

聖マリアンナ医科大学病院
（川崎市宮前区菅生 2-16-1）

昭和大学横浜市北部病院
（横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１）

昭和大学藤が丘病院
（横浜市青葉区藤が丘１－３０）
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114 はな眼科 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-20-18

ドムス有本201
045-903-1349 ○ ○ 眼科 杉村　華子

聖マリ医大病院　（川崎）　　国立東京医療センター
（東京都目黒区）

115 有本小児科内科 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２０－１８

ドムス有本１０１
045-901-6870 ○ ○

小児科
内科

有本寛
有本泰造

昭和大学藤が丘病院（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-
30）昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅

ケ崎中央35-1）

116
乳腺クリニック　ブレス
ティア　たまプラーザ

225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-19-2
たまプラーザパークライフビル４階

045-905-2155 ○ 河原　太

117 吉武クリニック 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-12 045-901-1622 https://www.yoshitakeclinic.jp × ○ 内科 吉武　圭介
昭和大藤か丘病院(神奈川県横浜市青葉区藤が丘１−３０) 
聖マリアンナ医科大学病院(神奈川県川崎市宮前区菅生２

丁目１６−１)

118 ふじくら循環器内科 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-7 045-903-9006 https://www.fujikura-clinic.com/ × ○
循環器内科

内科
藤倉寿則 なし

119 横浜内科おなかクリニック 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１４－４　２F 045-901-2232 https://yokohama-onaka.jp ○ ○ 内科 山田　晃弘

120 相原皮膚科 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－４－３

たまプラーザメディカルセンター201
045-901-4152

http://www.aiharahifuka.jp/index.ht
ml

× ○ 皮膚科 相原　満里子 聖マリアンナ医大病院

121 ひろた内科クリニック 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-23-1 045-905-2401 https://www.hirota-naika.com × ○
内科

リウマチ科
廣田　浩一
鈴木　豪

聖マリアンナ医科大学病院
昭和大学藤が丘病院

122 緑協和病院 227-0036  神奈川県横浜市青葉区奈良町１８０２ 045-962-6666 http://midorikyouwahp.com/ ○ ○ 内科 宮崎 昭和大学藤が丘病院

123 渡辺医院 227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町１６７０－４４ 045-962-8126 https://www.watanabeiin.jp/ ○ ○
内科
小児科

渡辺励

昭和大学藤が丘病院（横浜市青葉区藤が丘１－３０）
横浜総合病院（横浜市青葉区鉄町２２０１－５）

たちばな台病院（横浜市青葉区たちばな台２－２－１）
横浜新緑総合病院（横浜市青葉区十日市場１７２６－

７）

124 こどもの国整形外科 227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良5-1-10 045-961-3335 http://www.kodomonokuni-orth.com × ○ 整形外科 今里有紀彦

125 あい内科クリニック 227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目18-13 045-960-6240 https://www.ainaika.com/ × ○
内科

柳本　昌子
たちばな台病院

（神奈川県横浜市青葉区たちばな台２－２－１）

126
はるの木こどもクリニッ

ク
227-0043

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-14-49
横浜藤が丘NBIビル2A

045-972-0088 https://www.harunoki-kids-cl.com/ ○ ○ 小児科 齋藤　陽
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127 田奈整形外科・外科 227-0064
神奈川県横浜市青葉区田奈町15-7

第二東ビル２階
045-989-2225

http://kaiseikai-
net.or.jp/group/tana-seikei × ○

整形外科
皮膚科

朝長　昭仁

128
ふるた内科小児科クリニッ

ク
225-0025 神奈川県横浜市青葉区鉄町57－１ 045-979-1301 https://furuta-clinic.com/ △（受信歴ある人のみ） ○

内科
小児科

古田　薫

129 スマイル眼科クリニック 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-12

カンゼームビル４階
045-988-4912 https://www.smile-eye.com/ × ○ 眼科 岡野　敬

130 新妻医院 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台１－13－２

新妻ビル　１Ｆ
045-983-1068 ○ ○ 皮膚科 新妻　信子

昭和大学藤が丘病院
（青葉区藤が丘１－30）

131
産婦人科クリニックさく

ら
 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川2-9-3 045-911-9936 http://www.cl-sacra.com ○ ○ 産婦人科

櫻井明弘
相澤知美
櫻井加那子
佐野麻利子

連携医療機関は特にありません

132
医療法人輝風

たまプラーザ南口眼科
225-0003

神奈川県横浜市青葉区新石川２－４－16
たまプラ南口メディカルセンター３Ｆ

045-911-5757 http://www.tamapla-ganka.com/ ○ ○ 眼科 酒田　久美

133
宮澤内科・呼吸器クリ

ニック
225-0003

神奈川県横浜市青葉区新石川2-4-12
フォーラムたまプラーザ１階

045-911-1159 https://mrc-tamaplaza.jp/ ○ ○
内科

呼吸器内科
呼吸器外科

宮澤　輝臣
宮澤　知行
西根　広樹

大谷　真理子

聖マリアンナ医科大学病院（神奈川県川崎市宮前区菅生 
2-16-1）

昭和大学藤が丘病院（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-
30）

134 松本クリニック 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町５１８－１－１０１ 045-978-1166 http://matsumoto-clinic.sakura.ne.jp ○ ○
神経内科

内科
眼科

松本　覚
松本　麻理

135 きくち内科 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１６７－１ 045-532-5941 https://www.kikuchi-naika.com/ × ○
内科

呼吸器内科
菊池 横濱総合病院

136 井上小児科医院 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１６７－１ 045-972-0250 http://inoueshounika.com/ × ○ 小児科 井上　浩一
昭和大学横浜市北部病院（横浜市都筑区茅ケ崎中央３５

－１）

137
しろくま内科小児科クリ

ニック
225-0024

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1156-6
マストライフ市が尾

045-973-7755 http://www.shirokuma-cl.jp/ ○ ○
内科
小児科

檜佐　彰男
檜佐　香織

昭和大学藤が丘病院（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-
30）

昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎
中央35-1）

138
医療法人　杉原クリニッ

ク
225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1154-2 045-972-6160 http://www.sugiharaclinic.com ○ ○ 内科 古川　健司

昭和大学藤が丘病院
（神奈川県横浜市青葉区藤が丘１−３０）

139 吉田内科クリニック 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1075－１ 045-972-7711 http://yoshida-naika.jp/ ○ ○
内科

小児科
吉田　秀樹

聖マリアンナ医科大学病院
（川崎市宮前区菅生２－16－１）

昭和大学藤が丘病院
（青葉区藤が丘１－30）

昭和大学横浜市北部病院
（都筑区茅ケ崎中央35－１）

140
医療法人社団西山内科皮

膚科クリニック
225-0024

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062－5
グランドハイツ森1階

045-971-3010 http://wwｗ.nishiyama-clinic.com ○ ○
内科
皮膚科
小児科

西山玄洋
西山澄子
樋口道生
青木兼実

昭和大学藤が丘病院 (横浜市青葉区藤が丘1－30)
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141 市ヶ尾眼科 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1054-4 

秦野ビル2階
045-973-2785 http://www.ichigaoganka.com/ ○ ○ 眼科 竹中　康子

142
 メディカルクリニックあ

ざみ野
225-0022

神奈川県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
 http://www.medicalclinic-

azamino.com
○ ○

一部内科　
循環器科　糖尿
病　アレルギー　
在宅訪問診療

 張　彦彬

143
メディカルクリニックあ

ざみ野
225-0022

神奈川県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
http://www.medicalclinic-

azamino.com
○ ○ 内科

張　彦彬
大谷　泰

東京医科歯科大学病院（東京都文京区湯島1-5-45）
横浜総合病院（神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5）

昭和大学藤が丘病院（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30）
昭和大学北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1）
聖マリアンナ大学病院（神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-

1）
青葉さわい病院（神奈川県横浜市青葉区元石川町4300）

144
医療法人社団博慈会

青葉さわい病院
225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町４３００ 045-901-0025 http://www.aoba-sawai.or.jp ○ ○

内科
整形外科

外来担当医師

145
いまむらメディカルクリニッ

ク
227-0063

神奈川県横浜市青葉区榎が丘1-5　
青木ビル4階

045-984-3053 http://www.imamura-mc.com/ × ○
内科

泌尿器科
皮膚科

今村　博彦

146 えのきがおか内科医院 227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１１－３ 045-981-6272
https://enokigaokanaika.com/

×
○(オンラインは不

可）
内科 中山　麻里

147 えだ皮膚科クリニック 225-0015 神奈川県横浜市青葉区荏田北1-2-1platform103 045-914-7472 https://www.eda-hifuka.info/ ○ ○ 皮膚科 上西香子

148 まゆみ内科クリニック 225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町２３４－１　１階 045-914-8828  http://www.mayumi-cl.com ○ ○ 内科 阿部　真弓
昭和大学横浜市北部病院　横浜市都筑区茅ケ崎中央３５

－１

149
順伸クリニック小児科・

眼科
225-0005 神奈川県横浜市青葉区荏子田2-2-9 045-902-8818 https://junshin-clinic.com ○ 小児科・眼科

高橋寛・西宮藤
彦・成高中之・

入戸野晋

150
ケセラスキンケアクリ

ニック
225-0005 神奈川県横浜市青葉区荏子田２－２－８　２Ｆ 045-909-1611  http://www.quesera.jp/ ○ 皮膚科 筑丸　志津子

151 藤本内科クリニック 225-0005
神奈川県横浜市青葉区荏子田2-2-6　

アドバンスビラ2F
045-903-0033 http://fujimoto-clinic.webmedipr.jp/ × ○ 内科 藤本　紘太郎

152 あらいクリニック 227-0044 神奈川県横浜市青葉区もえぎの1-19 045-532-8820 http://home.catv.ne.jp/hh/arai-cl/ × ○
糖尿病内科・内

科
新井　桂子

153 原内科医院 227-0055 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘３０－１ 045-981-1115 × ○

内科
消化器科
神経内科
小児科

原　良太郎

154
医療法人社団一成会
たちばな台クリニック

 227-0046 神奈川県横浜市青葉区たちばな台２－７－１ 045-961-7835 https://tachibanadai-clinic.jp/ ○ ○
内科

小児科
皮膚科

 山嵜　継敬

11 / 44 ページ

http://www.medicalclinic-azamino.com/
http://www.medicalclinic-azamino.com/
http://www.aoba-sawai.or.jp/
https://enokigaokanaika.com/
https://enokigaokanaika.com/
https://www.eda-hifuka.info/
https://junshin-clinic.com/
http://home.catv.ne.jp/hh/arai-cl/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用い
た診療の実施の有無

再診の電話等を用い
た診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

基本情報 事務連絡に基づく対応について

番号

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（神奈川県）

155 あおば整形外科 227-0054
神奈川県横浜市青葉区しらとり台１－12

グリーングラスビル
045-985-3602

http://www.aoba.cc/aoba/index.htm
l

○ ○ 整形外科 宮田　庸
横浜総合病院

（青葉区鉄町2201－５）

156
さつきが丘こどもクリ

ニック
227-0053 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘4-10 045-971-2239 ○ ○ 小児科 藤井 昭和大学藤が丘病院

157 Ｋ・クリニック 225-0011
神奈川県横浜市青葉区あざみ野二丁目７番地１１

プラセール・ヴィラＢ１
045-903-4108 http://www.k-clinic.net/ ○ ○

消化器内科
乳腺外科

金杉　和男
横浜総合病院（発熱外来）

（青葉区鉄町2201－５）

158 ささき内科・消化器内科 225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南４－５－１ 045-911-1115 http://sasaki.clinic/ ○ ○ 内科 佐々木　徹 横浜総合病院

159
やなぎ耳鼻咽喉科クリ

ニック
225-0011

神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-1
あざみ野駅前第二ビル

045-901-1184  http://www.yanajibi.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科  柳裕一郎
昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎
中央３５－１）昭和大学藤が丘病院（神奈川県横浜市青

葉区藤が丘１－３０）

160
あざみ野　坂の上クリ

ニック
225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-14-4 045-509-1024 ○ ○ 内科 杉沢勇人 横浜総合病院　昭和大学横浜北部病院

161 西川内科胃腸科 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-26-6 045-901-1241 × ○ 内科 西川　真人

162 青葉ひろクリニック 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１０－７ 045-905-1381
http://www.aobahiroclinic.jp/

× ○
内科

呼吸器科
澤井　博典 青葉さわい病院（横浜市青葉区元石川町４３００）

163
港北エヌティークリニッ

ク
224-0021

神奈川県横浜市都筑区北山田７－１２－２０－２
Ｆ

045-593-0505
https://www.kohokunt.or.jp/

× ○
内科

脳神経外科
井手口　浩之 横浜労災病院（横浜市港北区小机町３２１１）

164 北山田クリニック 224-0021
神奈川県横浜市都筑区北山田2-3-7

ウエストスクエア
045-719-7620 http://www.kitayamata-cl.ne.jp ○ ○

内科
小児科

永野　篤
昭和大学横浜市北部病院（横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-

1）

165
Birth&Ladies’Clinic　

Sola
224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田2-2-1 045-548-9641 ×

オンライン：自費の
み

電話：再診のみ

産科
婦人科

古澤　祐紀

166 松浦内科 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田１－７－１ 045-593-1166
http://www.matsuura-medical-

clinic.jp/
○ ○

内科
消化器科
循環器科
小児科

松浦　秀光
昭和大学横浜市北部病院（横浜市都筑区茅ケ崎中央３５

－１）
横浜労災病院（横浜市港北区小机町３２１１）

167
ときえだ小児科クリニッ

ク
224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田1-12-15 045-595-4150 http://www.tokieda-cl.com ○ ○

小児科
アレルギー科

時枝　啓介

168  水野クリニック  224-0026 神奈川県横浜市都筑区南山田町４２５８番地  045-593-4040  http://www.katsujinkai.org/ ○ ○ 内科　小児科  水野恭一
昭和大学横浜市北部病院

独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院
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169  深見耳鼻咽喉科  224-0029 神奈川県横浜市都筑区南山田２－１８－２ 045-595-0560  http://www.fukami-orl.com ○ ○ 耳鼻咽喉科 深見　雅也
昭和大学横浜市北部病院

（横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１）

170 おおくぼ小児科 224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台５丁目２番１１号 045-941-2276 https://www.ohkubo-ped.jp/ 未対応 ○ 小児科　内科 大久保直樹

171 森田クリニック 224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台５－７－７－２Ｆ 045-942-0001  http://t-moritacl.jp × ○ 内科
 森田
 塩本

172
なかまちだいおたべ小児

科クリニック
224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台１－９－８
プリーマ仲町台１Ｆ

045-949-0830 ○ ○ 小児科 小田部
昭和大学横浜市北部病院（横浜市都筑区茅ケ崎中央３５

－１）
横浜労災病院（横浜市港北区小机町３２１１）

173
仲町台駅前まつのぶクリ

ニック
224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２－２０
フロンティアビル２０２

045-943-3377  http://www.matsunobu-cl.com △ ○
内科　外科　
内視鏡内科　
肛門科

 松信　哲朗 昭和大学横浜市北部病院

174 グッドライフクリニック 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３９－４４－２０

３
045-913-1333 https://gdlifecl.com/ ○

糖尿病内科
内科

橋本　桂子
昭和大学横浜市北部病院

（都筑区茅ケ崎中央35－１）

175 坊クリニック 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 045-911-5355 http://bo-cl.jp × ○
内科・消化器
科・外科・婦人
科・心療内科

坊　英樹
坊　裕美

なし

176
医療法人匠光会深澤りつ

クリニック
224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-28-20-3F 045-914-6330 http://www.ritsu-c.com × ○

内科
泌尿器科
呼吸器科

深澤　立
黒田　俊也
森尾　純子
永田　将一

昭和大学横浜市北部病院
（神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1）

177 村上皮膚科クリニック 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川１－５－１７

ヒルズ岡本２０１
045-912-0912 × ○ 皮膚科

村上　昇
村上　順子

昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎
中央３５－１）

178 ほしの小児クリニック 224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川１－１９－１－４０２ 045-910-3303 ○ 小児科 星野　千代江  医）桂慈会　ほしの小児クリニック

179 なかがわ耳鼻咽喉科 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川　１－１９－２３

大久保第５ビル１Ｆ
045-914-3800 https://www.nakagawajibika.com ○ ○ 耳鼻咽喉科

福元 晃
福元 明子

昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎
中央３５－１）

180
かもい女性総合クリニッ

ク
224-0053

神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１
ららぽーと横浜２階

045-929-3700 http://kamoi-women.com ○ ○
婦人科、泌尿器
科、美容皮膚科

田中　純也

横浜労災病院（横浜市港北区小机町3211）
横浜市立市民病院（横浜市保土ヶ谷区岡沢町56）

昭和大学横浜市北部病院（横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1)
聖マリアンナ医科大学病院（川崎市宮前区菅生2-16-1)

市民総合医療センター（横浜市南区浦舟町4-57）

181
すみれ整形外科
クリニック

224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

ららぽーと横浜1階
045-938-5230 http://www.sumire-seikei.com × ○

整形外科
自由診療科

増澤　通永
鳥居　良昭
小山　亮太

なし
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182 村上内科クリニック 224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和町１２３６－１

ガーデンプラザ川和
045-929-0070 ○ ○

内科
小児科

 村上　浩
昭和大学横浜市北部病院（横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－

１）

183 内科・消化器科　林医院 224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町1297 045-942-3302 http://www.hayashi-iin.com/ ○ ○
内科
小児科

林　毅
昭和大学横浜市北部病院(神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎

中央35-1)

184 つづきの家診療所 224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町509-6 045-937-6065
http://www2.hp-

ez.com/hp/tuzukinoie/page16
○ ○ 小児科 三宅　捷太 みどりの家診療所

185
センター南駅前　内科おな

かクリニック
224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央６番１号
サウスウッド３階

045-507-7522  https://cm-onaka.com ○ ○
内科

消化器内科
 小川　修

 小川　奈津

186
なおこレディースクリ

ニック
224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１　
サウスウッド３階

045-945-0051 https://naoko-lc.com/ × ○ 産婦人科 安藤　直子
昭和大学横浜市北部病院

（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１）

187 アキコ　ルミエール眼科 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１－３Ｆ 045-945-1113 https://www.akiko-lumiere.com × ○ 眼科 山口　暁子
昭和大学横浜市北部病院

（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１）

188 木村泌尿器皮膚科 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央51-1 045-949-3066 https://www.akira-kimura.com/ × ○ 泌尿器科 木村明

189
クリニック医庵センター

南
224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央40-3 045-945-1125 http://www.c-ian.jp ○ ○

内科
精神科

田治　直英
藤田　悠介

クリニック医庵青葉台
（横浜市青葉区青葉台2-30-2）

190 そがこどもクリニック 224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央1-2

センター南駅光ビル4階
045-941-4976 https://soga-kodomo.com/ × ○ 小児科 曽我恭司

191 いなば耳鼻咽喉科 224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央　５１－１　

ベルヴィル茅ケ崎３階Ｃ号
045-948-0016 http://www.inaba-clinic.jp/ × ○ 耳鼻咽喉科  稲葉　鋭

192 ちかかね皮膚科 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央　２６−１　２F 045-948-3212 http://www.e-skin.net ○(予定） ○ 皮膚科 近兼健一朗
横浜市都筑区茅ケ崎中央　２６−１　２F　ちかかね皮膚

科

193 葛が谷つばさクリニック 224-0062 神奈川県横浜市都筑区葛が谷４－１４ 045-945-2772 https://kuzugayatsubasa.com ○ ○
内科
小児科

長田　展明 菊名記念病院

194 つちや眼科クリニック 224-0062
神奈川県横浜市都筑区葛が谷１５－３０

フォレストプラザ２Ｆ
045-943-1108 http://www.tsuchiyaganka.jp/ ○ ○ 眼科

土屋　優子
土屋　款

195 皮フ科小久保医院 224-0006
神奈川県横浜市都筑区荏田東４－８－５

プラザ都筑２階
045-949-6551 http://kokuboiin.com/ ○ ○ 皮膚科 小久保　純

昭和大学横浜市北部病院
（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１）

196 すみれが丘クリニック  240-0013 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘６－３ 045-592-5050 http://www.sumiregaoka-cl.com/ × ○
小児科、内科

呼吸器科、皮膚科
アレルギー科

美濃口　秀子
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197
 医療法人社団すみれ会　

小林クリニック
224-0013 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘３８－３１ 045-592-0041 ○

内科
眼科

神経内科
小林　格

昭和大学横浜市北部病院（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎
中央３５－１）

198 浜崎眼科医院 224-0034 神奈川県横浜市都筑区1298－２ 045-949-4222 http://www.ecoh.jp/ ○ ○ 眼科 浜崎　健太 浜崎眼科医院

199 みついわクリニック六角橋 221-0802
神奈川県横浜市西区神奈川３－８－２

TMビル1F2F
045-947-3400 https://mitsuiwa-clinic.jp × ○ 内科 岩﨑　靖士

日本鋼管病院　神奈川県川崎市鋼管通1-2-1
済生会神奈川県病院　神奈川県横浜市神奈川区富家町6-

6
けいゆう病院　神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3

200 久保クリニック 220-0012
神奈川県横浜市西区北幸2-5-15

プレミア横浜西口ビル1F
045-316-2555 http://kubocli.com/ ○ ○

内科・外科・皮
膚科

水野　千鶴 横浜市民病院(横浜市）・けいゆう病院(横浜市）

201
よりどころメンタルクリ

ニック横浜駅西口
220-0004

神奈川県横浜市西区北幸1丁目11-15 
横浜STビル207号室

045-325-1515
https://www.yoridokoro-

mental.com/yokohama-west
× ○

心療内科
精神科

斎藤知之
玉澤彰英
藤岡麻実
永露毅
平井孝典

神奈川病院（横浜市旭区川井本町１２２−１）
あさひの丘病院（横浜市旭区川井本町１２８−１）

202
横浜相鉄ビル皮膚泌尿器

科医院
220-0004

神奈川県横浜市西区北幸１－１１－５
相鉄ＫＳビル２Ｆ

 ○ ○ 皮膚泌尿器科 江川　ゆり
けいゆう病院(神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７

－３）

203
コンフォート横浜クリ

ニック
220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2-8-25 045-321-6090 https://www.comfort.or.jp/ × ○

内科
漢方内科

小林　愛

204
平沼橋こどもみらいクリニッ

ク 220−0023 神奈川県横浜市西区平沼2−3−1-102 045-290-1150 https://mira-kuri.com ○ ○
小児科、皮膚科
アレルギー科

金子裕貴

横浜市民病院（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町１番
１号）、けいゆう病院（神奈川県横浜市西区みなとみら

い3−7−3）

205
横浜東口　中村クリニッ

ク
220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-2-23 中村ビル1F 045-534-8590 https://yokohama-nakamura.com/ ○ ○

小児科
内科

耳鼻咽喉科

中村　孝裕
中村　智絵

当院

206 ながともクリニック 220-0003
神奈川県横浜市西区楠町７－１

シルエタワーヨコハマ１Ｆ
045-314-0063 http://www.nagatomo-clinic.jp/ × ○ 内科 永友　章

207 有馬医院 220-0003 神奈川県横浜市西区楠町27-2有馬ビル1階 045-311-0410 https://www.arimaiin.com/ × ○ 内科胃腸科 有馬正明

208  柳川ビル　クリニック 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－２１－５ 045-311-3925 http://www.yanagawa-bc.com/ × ○ 内科  柳川荘一郎 横浜市民病院

209 横濱高島診療所 220-0011
神奈川県横浜市西区高島　二丁目１４番１１号　

第二田浦ビル６階
045-451-1717

http://www.yokohama-
cancerpainrelief.jp/

○ ○
ペインクリニック

科
緩和医療科

小原　健
横浜市立市民病院

（保土ヶ谷区岡沢町５６番地）

210
医療法人博仁会ハマノ産

婦人科
220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町２４－１ 045-323-1131 × ○ 産婦人科  濱野　聡
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211 鈴木内科クリニック 220-0042 神奈川県横浜市西区戸部町5-204  045-231-3355
https://suzuki-dmclinic.jp/

○ ○ 内科
 鈴木　彰

 鈴木　貴博
けいゆう病院（横浜市西区みなとみらい3-7-3）

212 横浜岡野町クリニック 220-0073
 神奈川県横浜市西区岡野一丁目１４番１号

横浜メディカルセンタービル３階
 045-314-2311

http://www.yokohamaokanoclinic.co
m/

× ○ 内科 下田　浩輝

213
医療法人恵仁会
松島クリニック

220-0045 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目138番地 045-241-7311
http://www.matsushima-

hp.or.jp/clinic/
× ○ 胃腸科

西野晴夫、野澤
博、白倉立也、
中島光一、岡村
陽子、三島孝
洋、岩佐亮太、

214
ＭＭわんぱくこども　　　

クリニック
220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-1
ミッドスクエア2階

045-641-1893 http://www.shujii.com/mmwanpaku/ ○ ○
小児科　　　　
アレルギー科

坂本　浩一　　
柳瀬　健太郎

みなと赤十字病院（神奈川県横浜市中区新山下3丁目12
番1号）

けいゆう病院（神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7
番3号）

215 横山医院 240-0064 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町２－１１８ 045-331-3296 https://clinic-yokoyama.com/ ○ ○
整形外科
内科

横山　正
横山　新一郎

横浜市民病院（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-
2）

216 ゆずりはクリニック 240-0064
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町１－１３－１

津村ビル１階
045-459-6391 https://yuzu-clinic.com/ ○ ○ 内科 杠葉 良

217 杉本皮膚科 240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町２－２　B-108 045-333-4422
https://www.sugimoto-hifuka.jp/

○ ○ 皮膚科

杉本　純一
河野　真純
久田　恭子
平田　祐子

218
西谷耳鼻咽喉科クリニッ

ク
240-0052 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷町1229-1 045-381-3387 http://nishiya-ent.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 末次　敏成

横浜市立市民病院（神奈川県横浜市保土ケ谷区
 岡沢町56番地 ）

219
医療法人　仁優会　

 いきいき杉山クリニック
240-0003

横浜市保土ケ谷区天王町１－２７－７
大岸ビル　１階

 045-340-2755  http://www.ikik-cl.jp × ○
内科　

循環器内科
 杉山　肇 なし（都度探す）

220 はせがわ内科クリニック 240-0053
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町454-1

花田ビル1F
045-372-3131 http://www.hasegawa-naika.net/ ○ ○

内科・消化器内
科

長谷川 慎一

横浜市立市民病院（横浜市保土ヶ谷区）
横浜市立大学附属市民総合医療センター（横浜市南区）

横浜保土ヶ谷中央病院（横浜市保土ヶ谷区）
神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）等

221 ライフモアクリニック 240-0053 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町２９１－１ 045-374-2001 × ○ 内科
武宮　省治
岡本　研

222 ときた内科クリニック 240-0067 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台55-19 045-744-5525 www.tokitaclinic.com ○ ○
内科
小児科

常田陽子

横浜市立市民病院（神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町
56）

横浜保土ヶ谷中央病院（神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台
町43-1）

223 片桐医院 240-0042 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川 1-6-12 045-381-0355

www.hodogaya-
med.org/everyone/doctor/doctor03.

php?PAGE=0&org_id=78
× ○

内科
外科

片桐寛之

横浜保土ヶ谷中央病院
（神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台43-1）

横浜市立市民病院
（神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町56）
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224
一般財団法人　育生会横

浜病院
240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町200-7 045-712-9921 http://ikuseikai-yokohama.com/ × ○

内科
外科
婦人科
歯科

口腔外科

長堀　優
首藤　紳介
峯岸　裕蔵
亀井　潤子
碓井　貞彦
平田　雅嗣

横浜市立市民病院
（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1）

聖隷横浜病院
（神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町215）

横浜保土ヶ谷中央病院
（横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1）
イムス横浜狩場脳神経外科病院

（横浜市保土ヶ谷区狩場町218-9）

225 佐伯医院 240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目2-23 045-331-0683 ○ ○
内科

小児科
佐伯　日出貴 横浜市民病院

226 街のクリニック 240-0015 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩崎町６－１ 045-331-3500 https://machinoclinic.com × ○
内科、外科、小

児科
土屋　喜一

227 保土ヶ谷クリニック 240-0023 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町１１番地 045-331-5941 http://www.hodocli.com/ × ○ 内科 吉村　尚高

228 横浜けいあい眼科 240-0065 神奈川県横浜市保土ヶ谷区1-11-17-2F 045-331-5550 https://www.keigankai.com ○ ○ 眼科
清水映輔
矢津啓之
佐藤真理

慶應義塾大学病院(東京都新宿区信濃町35)
横浜市民病院(神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-2)

229 サンクリニック小児科 241-0835
神奈川県横浜市旭区柏町127
相鉄南万騎が原第4ビル102

045-366-6821 http://suncli.com/ ○ ○ 小児科 相澤扶美子

230 二俣川こどもクリニック 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14

コプレ二俣川７階
045-360-7750 https://futamatagawa-kodomo.com/ ○ ○

小児科
アレルギー科

鈴木　剛
聖マリアンナ医科大学西部病院(神奈川県横浜市旭区矢指

町1197-1)
横浜市民病院(神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町56番地)

231
横浜二俣川うめもと泌尿

器科クリニック
241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14
コプレ二俣川7階

045-369-0181 https://umemoto-clinic.jp/ × ○ 泌尿器科 梅本　晋

232
あさひ脳神経内科・精神

科クリニック
243-0419

神奈川県横浜市旭区二俣川２－５０－１４
コプレ二俣川７Ｆ-Ｄ

045-366-7881
http://asahi-cl.com/

× ○
内科

心療内科

飯嶋　恵理
飯嶋　誉文

飯嶋　一侑樹
小川　果林

233
子安脳神経外科クリニッ

ク
241-0814

神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1　
俣川北口ビル2Ｆ

045-360-1114 http://www.koyasuclinic.jp/ ○ ○

脳神経外科
循環器科

※循環器科は月（終
日）と水金土（午前

中のみ）

子安医師、竹井医師
松田医師

神奈川県立がんセンター（神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2）
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）

横浜市大附属病院（神奈川県横浜市金沢区福浦3-9）
横浜医療センター（神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2）

横浜旭中央病院（神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1） 　他多数

234 あすかい内科 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－１０－６ 045-367-2226  http://www.asukai-naika.jp/ ○ 内科 飛鳥井　洋子

235 梅沢整形外科 241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望ヶ丘77-2 045-360-0050 http://umezawa-clinic.com/sk/ ○ ○ 整形外科 梅澤雪子
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
（神奈川県横浜市矢指町1197-1）

236
医療法人社団心誠会　

 福田医院
241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘９５－５  045-361-5433 × ○

内科
小児科
皮膚科

 福田　伴男

237 みなせクリニック 241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘107 045-360-8043 http://minaseclinic.com/ ○ ○
内科
外科

消化器科
羽地　桂作 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

238 浜橋整形外科 241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘101－１ 045-364-1277 ○ ○ 整形外科 浜橋　基樹
聖マリアンナ横浜西部病院

（旭区矢指町1197－1）
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239 イアソクリニック 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-27-3 045-371-0050
http://www.cocoiaso.com/index.htm

l
○ ○ 内科 山路　千春

240
鶴ヶ峰消化器科・

内科クリニック
241-0022

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－12－３
大岡ビル301

045-370-6255
https://www.tsurugamine-gi-

cl.com/
○ ○

消化器科
内科

幾世橋　篤
幾世橋　佳

上白根病院
（旭区上白根２－65－１）

241 神奈川県立がんセンター 241-8515 神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2 045-520-2222 http://kcch.kanagawa-pho.jp/ × ○ 全診療科 主治医

242 あさひ台クリニック 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根３－１－38 045-955-2501 https://asahidai-clinic.com/ × ○
内科

小児科
呼吸器内科

臼田　亮介

上白根病院（旭区上白根２－65－１）
横浜旭中央総合病院（旭区青葉台３－20－１）
昭和大学藤が丘病院（青葉区藤が丘１－30）

昭和大学横浜市北部病院（都筑区茅ケ崎中央35－1)
聖マリアンナ医大横浜西部病院（旭区矢指町1197－１）

243 たぐち内科クリニック  241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１３８－１ 045-360-7070 http://taguchi-clinic.com/ × ○
内科

消化器科
田口　克司

聖マリアンナ医大横浜市西部病院
横浜旭中央総合病院

244 沢野クリニック 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘132－10 045-360-9977 http://sawano-clinic.jp/ ○
内科

皮膚科
沢野　眞人
山田　裕道

国際親善総合病院
（泉区西が岡１－28－１）

横浜旭中央総合病院
聖マリアンナ横浜市西部病院

245 雨宮内科医院 244-0824 神奈川県 横浜市旭区南希望が丘５３－１０ 045-365-2220 ○ ○ 内科 雨宮　正 聖マリアンナ西部病院

246
医療法人社団東京石心会

新緑脳神経外科
241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町５７４－１ 045-355-3600 http://www.syck.jp × ○

脳神経外科
呼吸器内科
循環器内科

太田　誠志
帯刀　光史
永川　博康
中嶋　徹

247 横浜療育医療センター 241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町557-2 045-352-6551
http://www.jyuuairyouikukai.or.jp/yo

koryo/home.html
× ○

小児科
耳鼻咽喉科
皮膚科

児童精神科

甲斐　純夫
唐沢　久美子
金子　かおり
筑丸　ゆり

奥田　美津子
増田　由香
高階　慎子
岩本　弘子
青山　晴彦
石塚　丈広
大石　公直

山崎　雄一郎
青木　芳子

248
医療法人社団心真理
つくしクリニック

241-0817 神奈川県横浜市旭区今宿二丁目63番14号 045-360-0028 https://tsukushicl.jp/ × ○
内科

安部要藏 上白根病院　（横浜市旭区上白根2-65-1）

249 渡辺内科クリニック 241-0813 神奈川県横浜市旭区今宿町2666-27 045-367-1748
http://www.watanabenaika-

clinic.com/
× ○

内科
渡辺　享子

聖マリアンナ医科大学横浜西部病院
(横浜市旭区矢市町1197-1）

保土ヶ谷中央病院(横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1)

250 いわま内科クリニック 241-0031 神奈川県横浜市旭区今宿西町４７５ 045-958-2377 × ○
内科　

アレルギー科
 岩間　博士

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院

医療法人社団恵生会上白根病院　　　　　　　　　他

251 中田外科胃腸科医院 241-0031 神奈川県横浜市旭区今宿西町200-7 045-953-0737 ○ ○ 内科　外科 中田　譲 横浜旭中央総合病院
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252 横浜丘の上病院 244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸1-20-28 045-822-0751 http://okanouehospital.com/ ○ ○ 精神科

253 小林医院 244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町809 045-821-3551 ○ ○
内科
小児科

小林　真人 小林医院

254 横浜舞岡病院 244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町3482 045-822-2125 http://www.y-maiokahp.or.jp/ × ○ 精神科
外来担当医師

17名
当院

255 なかよしクリニック 244-0801
神奈川県横浜市戸塚区品濃町543-4

Ｒ＆Ｒﾋﾞﾙ2Ｆ
045-821-8600 × ○ 皮膚科 大橋　修一郎

256
ゆかチルドレンズクリ

ニック
244-0801

神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-2
TOWERS　CITY　1st　302

045-826-2225 http://childrens-clinic.jp ○ ○ 小児科 佐々木由佳 横浜医療センタ－

257 にし眼科クリニック 244-0801
神奈川県横浜市戸塚区品濃町517-1

パークハウス南の街1階
045-828-4107 http://www.nishiganka.com/ ○ 眼科 西ま帆

258
東戸塚こもれび
キッズクリニック

244-0801
神奈川県横浜市戸塚区品濃町513-7

清光ビル3階
045-826-3555 https://www.komorebi-kids.com ○ 小児科 林　憲一

259 鳥が丘クリニック 244-0001 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘３８－１８  045-869-6640
http://www.myclinic.ne.jp/torigaoka

cli/
○ ○

内科
脳外科

安芸　都司雄 戸塚共立第一病院

260 海のこどもクリニック 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町９１－１－３F 045-390-0841 https://dr-umi.com/ ○ ○ 小児科
海野　寿美
高梨　学

261 木原歯科・内科医院 244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1

ウェルストンⅠ
045-828-1525 https://www.kiharakai.com/ × ○

内科
原口　春毅 東戸塚記念病院(神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7)

262 はっとり泌尿器科・皮ふ科 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町447-1-2F 045-862-5001 http://www.hattori-totsuka.jp/ × ○
泌尿器科
皮膚科

服部　裕介
服部　紀子

263 小雀小児科医院 244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町1123-2 045-852-2353 http://www.kosuzume-clinic.jp/ × ○ 小児科 新海行子 横浜医療センター

264 小雀内科医院 244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町１１２３－２ 045-852-2353 http://www.kosuzume-clinic.jp/ × ○ 内科 新海　毅

265 大滝大腸肛門クリニック 244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4711－１

オセアン矢沢ビル１Ｆ
045-881-3811 × ○

胃腸科
肛門科

大滝　修司

266 大滝大腸肛門クリニック 244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４７１１－１

オセアン矢沢ビル１Ｆ
045-881-3811 × ○

胃腸科
肛門科

267 横浜戸塚駅前内科 244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4018-1
ザ・パークハウス戸塚フロント2階

045-871-7770 http://yokohama-totsuka-clinic.jp/ × ○ 内科 芝田　渉

268 久保外科医院 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2833-58 045-861-2231 × ○
内科

久保博嗣

269 戸塚こどもクリニック 244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町183-23

　183ビル1F
045-869-3715 httpｓ://www.totsuka-kids.com × ○

小児科
アレルギー科

川原 清美

270  若杉診療所 244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－７

加藤ビル４Ｆ
045-869-5261  http://www.drwaka.net ○ ○

内科
外科

 若杉純一
横浜医療センター（戸塚区原宿3-60-2）
戸塚共立第１病院（戸塚区戸塚町116）

271 戸塚共立第1病院 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116 045-864-2501 http://www.tk1-hospital.com/ ×（対応検討中） ○
主治医が許可す
る全ての診療科

－ －

272 さとう内科クリニック 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－18－７ 045-853-1661
https://yokohama.hosp.go.jp/chiiki_r

enkei/satonaika.html
○ ○

内科
小児科

佐藤　導直

273 小泉小児クリニック 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-5-5 045-871-5566 http://www.kkc4u.com × ○
小児科

アレルギー科
小泉友喜彦

国立病院機構横浜医療センター
（神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2）

274 汲沢中央診療所 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８－２９－１６ 045-881-5572 ○ 内科 上田　隆博

横浜医療センター（横浜市戸塚区原宿３－６０－２）
湘南鎌倉総合病院（鎌倉市岡本１３７０－１）
西横浜国際総合病院（横浜市戸塚区汲沢町５６）

国際親善総合病院（横浜市泉区西が岡１－２８－１）
戸塚共立第１病院（横浜市戸塚区戸塚町１１６）

275
すずき内科・胃腸内科ク

リニック
245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-11-27 045-443-7117 https://suzuki-ichounaika.com/ ○ ○

内科、胃腸内
科、小児科

鈴木　道隆

276 よしい内科クリニック 245-0061
神奈川県横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６

踊場メディカルセンター２Ｆ
045-861-2511 http://www.yoshiimc.com/ ○ ○ 内科 義井　譲
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277 横浜南まほろば診療所 244-0815
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1883 

サミット戸塚下倉田店内２階
045-866-1551 https://mahoroba-clinic.jp/ ○ ○ 内科

山田　英人
伊藤　仁美

小山　めぐみ
石井　好美

横浜栄共済病院
（横浜市栄区桂町132番地）

278 安藤医院 245-0016
神奈川県横浜市泉区和泉町６２１４－１

相鉄いずみ野駅北口ビル２階
045-392-3136 https://www.andouiin.com × ○

内科
消化器内科

安藤　浩
国際親善総合病院(神奈川県横浜市泉区西が丘1-28-1)
横浜医療センター(神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2)

279 ばんどうクリニック 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町514-8 045-800-3934 http://www.bancli.com/ ○ ○
内科

脳神経外科
板東　邦秋 横浜医療センター（神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2）

280 清水内科クリニック 245-0024
神奈川県横浜市泉区和泉中央北2-1-6

ヒルズタテバ青木第３ビル２階
045-827-3337 × ○

内科
循環器内科
呼吸器内科

清水　学
国際親善総合病院（横浜市泉区西が岡1-28-1）横浜医療セ

ンター（横浜市戸塚区原宿3-60-2）

281 会田クリニック 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園6-2-1 045-811-2883 ○ ○ 内科　小児科 会田　秀介

282
緑園内科

循環器科クリニック
245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園5丁目29-10 045-813-8062 × ○ 内科 長谷川　晴喜

283 緑園こどもクリニック 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園2-1-6-201 045-810-0555
https://medicalpass.jp/hospitals/ry

okuen-kodomo
○ ○ 小児科 山中　龍宏 横浜医療センター　横浜市民病院

284 はやかわクリニック 245-0002
神奈川県横浜市泉区緑園１丁目１-19 

ロッジアビル201
045-810-0300 × ○ 内科 早川　準

国際親善総合病院
（泉区西が岡１－28－１）

285 村上耳鼻咽喉科 245-0008
神奈川県横浜市泉区弥生台25－１

弥生台石川ビル2F
045-813-3142 ○ ○ 耳鼻咽喉科 村上　説子

国際親善総合病院
（泉区西が岡１－28－１）

286
医療法人社団ふたば会
やよい台 内科・皮フ科

245-0008
神奈川県横浜市泉区弥生台25-1 

弥生台石川ビル2階
045-813-5111

http://www.yayoidai-
naikahifuka.com/

○ ○ 内科 八子　誠太郎
対面診療が必要と判断した場合は、基本的には当院にて

対面診療を行います。

287 かねむらクリニック 245-0012
神奈川県横浜市泉区中田北2-6-14

アイエイチビルⅡ　１F－B
045-805-6685 https://www.kanemura-cl.com/ × ○

内科　胃腸科　
ペインクリニッ

ク

金村　栄秀　金
村　和江

横浜医療センター
国際親善総合病院

市大市民総合医療センター

288 小林内科クリニック 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南2-2-2 045-802-2551 ○ 内科 小林　英雄
国立医療センター（神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2）

国際親善病院（横浜市泉区西が岡1-28-）

289 はっとり小児科 245-0023 神奈川県横浜市泉区泉中央1-10-37 045-804-4153 × ○ 小児科 服部　欽哉 はっとり小児科（神奈川県横浜市泉区泉中央1-10-37）

290 国際親善総合病院 245-0006 神奈川県横浜市泉区西が岡1-28-1 045-813-0221 https://www.shinzen.jp/ × ○ 全科
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291 林内科クリニック  245-0018
神奈川県横浜市泉区上飯田町９３８－１

いずみ中央クリニックビル１Ｆ
 045-805-1130 ○（定期の薬のみ） 内科  林克尚

独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター　
横浜市戸塚区原宿三丁目60番２号

社会福祉法人　親善福祉協会　国際親善総合病院　
横浜市泉区西が岡１丁目28番地１

292 岡津クリニック 245-0003 神奈川県横浜市泉区岡津町２２３６ 045-814-1416 × ○
内科
循環器

今井、田野、松
田、有馬、中
山、乳井、山中

293 かとうクリニック 246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台２－８－９ 045-303-9955 ○ ○ 内科 加藤　映

294 耳鼻咽喉科西村医院 246-0014
神奈川県横浜市瀬谷区中央１－10

カサ・デ・パティオ２Ｆ
045-304-5580 http://www.nishimura-ent.net/ ○ ○ 耳鼻咽喉科

西村　達也
西村　郁子

西横浜国際総合病院

295 町田内視鏡クリニック 246-0031 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷３－１－29 045-300-6055 http://machida-endoscopy.jp/ × ○ 内視鏡内科 町田　マキヨ

296 さくら整形外科 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷四丁目5-9 045-300-0371 × ○ 整形外科 松井　正行

297 せや皮膚科クリニック  246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－５－７－１０１ 045-306-1214 http://www.seya-hifuka.com/ × ○ 皮膚科 布施　恵理

298
医療法人社団聖仁会

横浜甦生病院
246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30 045-302-5001

http://seijinkai-
yokohamakousei.jp/index.html

○ ○

内科
内科
内科
耳鼻科

澤田　傑
良元　章浩
建部　雄氏
日賀　一成

299 三ツ境はこだ内科 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境６－２

三ツ境ＴＫビル２Ｆ
045-360-0230 https://www.hakoda-naika.com/ ○ ○ 内科

箱田　有亮
箱田　陽子

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
横浜旭中央総合病院
国際親善総合病院

300
池部小児科・
アレルギー科

246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境21-10

サニーハイツ三ツ境1階
045-360-6080 https://www.ikebe-cac.com ○ ○

小児科
アレルギー科

池部　敏市
池部　敏市

池部小児科・アレルギー科
（神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境21-10）

301
ひなたやま内科クリニッ

ク
246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷1-41-5 045-300-3232

http://website2.infomity.net/809000
0149/

× ○
内科 内田耕司

内田ひろ

302 天崎内科医院 231-0046
神奈川県横浜市中区末広町２－４－８

第三平安ビル3F
045-261-1048 × ○ 内科 天崎　博文

303 渡辺皮膚科クリニック 231-0827 神奈川県横浜市中区本牧和田12-22 045-622-2333 http://watanabe-hifu.com ○ ○ 皮膚科

304 みなとクリニック 231-0806 神奈川県横浜市中区本牧町1-7 045-623-7065 https://www.minato6633.com ○ ○ 卓馬　紳
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305
医療法人社団豊葉会本牧
ベイサイドクリニック

231-0821  横浜市中区本牧原１－２２ムラーラ本牧１Ｆ  045-628-0622  http://www.bayside-cl.com ○ ○
内科　小児科

皮膚科

内科小児科　
根岸龍二郎
皮膚科

神崎　亜希子

横浜市立みなと赤十字病院　横浜市中区新山下三丁目12
番1号

独立行政法人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番地

306 関内クリニック 231-0005
神奈川県横浜市中区本町４－43
Ａ－ＰＬＡＣＥ馬車道３Ｆ

045-201-7676 ○ 内科 根本　健

307 馬車道内科クリニック 231-0005 神奈川県横浜市中区本町4-38 045-222-1222 http://www.bashamichi-naika.jp/ × ○ 内科 荻原 朝彦 自院

308
医療法人創祥会　小菅医

院
231-0843 神奈川県横浜市中区本郷町１－２６ 045-623-8209 × ○

内科
小児科
皮膚科

小菅　祥一

309 イセザキ眼科医院 231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町3ー110　２階 045-261-2782
https://www.isezaki-

eyeclinic.jp/
○ ○ 眼科 杉本　哲理

310 戸賀崎産婦人科 231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-14 045-251-7284 https://byoinnavi.jp/clinic/22833 ○ ○ 産婦人科
戸賀崎義明　　

戸賀崎邦子

311 鈴木内科診察室 231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-3-4 045-261-3320
https://www.suzukinaika-

shinryou.jp
○ ○ 内科 鈴木　信周

横浜市立大学附属市民総合医療センター(横浜市南区浦
舟町4-57)

312  ポーラのクリニック 231-0032
   神奈川県横浜市中区不老町３－１４－５

中外ビル２階
 045-222-8461 × ○ 内科　皮膚科

 山中修
中尾裕太

特になし

313 かとう内科クリニック 231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町３－３９

尾上町ビル８階
045-640-5433 http://kato-clinic.blue.coocan.jp/ × ○ 内科 川井　孝子

314
関内いしだ整形外科・脊

椎クリニック
231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-28横浜国際ビル２階 045-319-4061 https://kishidaclinic.com/ ○ ○

整形外科・リハ
ビリテーション

科
石田　航

315
関内いしだ整形外科・脊椎

クリニック
231-0015

神奈川県横浜市中区尾上町3-28
横浜国際ビル2階

045-319-4061 https://kishidaclinic.com ○ ○
整形外科

リハビリテーショ
ン科

石田　航

316 秋山眼科医院 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-28 045-641-9361
https://clinic.akiyama-

eye.yokohama/
○ ○ 眼科 秋山　修一

317
藤本じゅんいちろうクリ

ニック
231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-53 045-341-0001 http://fujimotocl.jp/ ○ ○

内科
小児科

藤本純一郎
横浜市立みなと赤十字病院（神奈川県横浜市中区新山下

３丁目１２−１）

318 元町クリニック 231-0847 神奈川県横浜市中区竹之丸158-20 045-662-0831 http://motomachiclinic.jp ○ ○
内科
小児科

大本　赫子

横浜市立みなと赤十字病院 
けいゆう病院
横浜中央病院
横浜総合病院
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319 関谷クリニック 231-0837 神奈川県横浜市中区滝之上１２８ 045-625-0765 http://sekiya-clnic.com/ × ○ 内科 関谷　秀介
みなと赤十字病院（神奈川県横浜市中区新山下3-12-1)  
    市大センター病院(神奈川県横浜市南区浦舟町4-57)

320
馬車道

栗山内科クリニック
231-0012

神奈川県横浜市中区相生町5-78 
清栄ビル馬車道5階

045-228-8666 https://bashamichi.clinic/ × ○ 内科 栗山　洋

321
 医療法人社団翠知会　関
内駅前内科クリニック

 231-0862
神奈川県横浜市中区真砂町３丁目３３

セルテ２階
045-228-7592  http://kannai-medical.jp × ○ 内科  村岡　知則

横浜市立みなと赤十字病院　
公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター

322 横浜いずみ泌尿器科 231-0053 神奈川県横浜市中区初音町3-63-3-3F 045-325-7787 https://www.izumi-uro.com/ × ○ 泌尿器科 泉　浩司
横浜市立大学附属市民総合医療センター

（神奈川県横浜市南区浦舟町4-57）

323 石川町クリニック 231-0026 神奈川県横浜市中区寿町１丁目１－２ 045-226-1822 ○ 精神科 東海林　正

324 イチロークリニック 231-0036
神奈川県横浜市中区山田町８－１

フロール山田町第３ 101
045-260-3225 × ○ 内科 青野　一郎

市大センター病院
横浜掖済会病院
みなと赤十字病院

325
ザ・ブラフメディカル＆

デンタルクリニック
231-0862 神奈川県横浜市中区山手町８２ 045-641-6961 https://bluffclinic.com/ja/ ○ ○ 内科　小児科 明石　恒浩

横浜市立みなと赤十字病院（神奈川県横浜市中区新山下
3丁目12-1）

326
パークサイド柴田メンタ

ルクリニック
231-0023 神奈川県横浜市中区山下町上田ビル2階 045-222-0336 http://www.parkside-clinic.gr.jp × ○ 精神科 柴田浩生

327 元町ペインクリニック 231-0023
神奈川県横浜市中区山下町37-8
グローリオタワー横浜元町2F

045-222-8850 http://motomachi-pain.com/ ○ ○
ペインクリニッ
ク.整形外科

飯塚　貴子 石川町整形外科（神奈川県横浜市中区吉浜町1-2）

328
くまがい内科・脳神経内

科クリニック
231-0023

神奈川県横浜市中区山下町30-1
パークコート山下公園302

045-228-9823 https://www.kumagai-clinic.com ○ ○
内科

脳神経内科
熊谷　智昭

横浜市立みなと赤十字病院
（神奈川県横浜市中区新山下3-12-1）

329
CPC大腸胃内視鏡クリニッ

ク山下公園
231-0023

神奈川県横浜市中区山下町30-1　
パークコート山下公園304

045-307-3735 http://cpc-clinic.com ○ ○
内科　　胃腸内
科　　消化器内

科
越野　秀行 みなと赤十字病院

330
医療法人社団誠信会オー

シャンクリニック
231-8331

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7
ヒューリックみなとみらい３階

045-641-0777 https://www.socl.jp ○ ○
皮膚科
泌尿器科

鈴木　誠

331 さくらＴ’ｓクリニック 231-0836 神奈川県横浜市中区根岸町２－８０－２ 045-628-7985 http://sakura-ts.com/ × ○ 内科
桜沢　俊秋

他

332 元町宮地クリニック 231-0861 神奈川県横浜市中区元町２－86－２Ｆ 045-263-9115 × ○ 泌尿器科 宮地　系典
けいゆう病院

（横浜市西区みなとみらい３－７－３）

333
女性医療クリニックLUNA

ネクストステージ
231-0861

神奈川県横浜市中区元町1-32-1
元町132ビル３階

045-680-1226 http://www.luna-clinic.jp/ 今後導入予定あり ○ 女性泌尿器科
関口由紀　　　

中村綾子
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334
女性医療クリニックLUNA

横浜元町
231-0861

神奈川県横浜市中区元町1-32-1
元町132ビル２階

045-651-6321 http://www.luna-clinic.jp/ 今後導入予定あり ○ 婦人科
槍澤ゆかり　　
小野寺真奈美

335 本牧港湾診療所 231-0812 神奈川県横浜市中区錦町5番地 045-623-5031

ホームページはありませんが、　　
　　以下のURLに情報があります　

　　　　　
https://byoinnavi.jp/clinic/25

153

× ○
内科　　　　　　

循環器内科
内藤 広太郎

あらかじめ承諾を得た　　　　　　　　　　　　　　　　
他の医療機関はありません

336 石井耳鼻咽喉科診療所 231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町72 045-251-3296 https://ishii-jibika.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科
石井　泰彦
石井　玄彦

337
横浜馬車道皮膚科・ペイ

ンクリニック
231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通5-25-2-24 045-664-9455 http://bashamichi-skinpain.com/ × ○ 皮膚科 林　理華

338 馬車道慶友クリニック 231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通5-25-2-23 045-640-3383 http://keiyuclinic.com/ ○ ×

内科
循環器内科

外科
心臓血管外科

古梶　清和

けいゆう病院（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-
3）

済生会横浜市東部病院（神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-
6-1）

339
のげ内科

脳神経内科クリニック
231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町2-66 
桜木町駅前ビル6F

045-251-7700
https://www.noge-
neurology.com/

○ ○
内科

脳神経内科
渡邊　耕介 横浜市立みなと赤十字病院

340
うしくぼ消化器・内科ク

リニック
231-0028

神奈川県横浜市中区翁町1-4-1
アルテマリンウェーブビル2階

045-222-9533 https://www.ushikubo-cl.com/ × ○ 消化器内科 牛窪　利明

341 福田俊子レディスクリニック 231-0005
神奈川県 横浜市中区本町１丁目３番地　

綜通横浜ビル２階
045-224-8030

http://www.fukudatoshiko-
lady.com/

○ 産婦人科 福田　俊子

342
うしくぼ消化器・内科ク

リニック
231-0028

神奈川県横浜市中区翁町１-４-１
アルテマリンウェーブビル2F

045-222-9533 https://www.ushikubo-cl.com/ ○ ○
消化器内科、胃
腸科、肝臓内科

牛窪利明
横浜市大市民総合医療センター

（〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町４丁目５７）

343
医療法人社団岩田クリ

ニック
231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町５－１２９－１４  045-241-0668 ○ 内科　皮膚科  岩田正一朗

344 ふれあい内科クリニック 233-0007 神奈川県横浜市南区大久保１－２０－５７　２Ｆ 045-843-3600  http://www.fureai-clinic.com × ○ 糖尿病内科
 石原由美子 

石原学
南部病院（神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10）

345 ともともクリニック 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡4-7-6 045-743-3782
https://www.facebook.com/tomoto

moclinic/
○ ○ 内科 木村朗子 なし

346 大岡医院 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡2-13-15 045-741-0552 https://www.ooka-iin.jp/ ○ ○
内科
小児科

星野真人

347 千尋こころのクリニック 232-0004
神奈川県横浜市南区前里町１－４

Y.Nビル2階
045-325-9399 https://chihiro-mental-clinic.com ○ ○

精神科
心療内科

山之井　千尋
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348 井土ヶ谷ふじい内科 232-0072
神奈川県横浜市南区永田東1-3-20

井土ヶ谷クリニックビル2Ｆ
045-334-7861 https://idogaya-clinic.com/ × ○

内科
腎臓内科　　　

糖尿病内科
藤井　琢磨

349
公立大学法人

横浜市立大学附属市民総
合医療センター

232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 045-261-5656
https://www.yokohama-

cu.ac.jp/urahp/
× ○ 全ての診療科

各科で状況に応
じて対応

350 いべこどもクリニック 234-0051
神奈川県横浜市港南区日野９－１－１７　

メゾン港南台１Ｆ
045-849-4141 http://www.ibekodomo.jp/ ○ ○ 小児科 伊部　正明

351 奥田クリニック 234-0051 神奈川県横浜市港南区日野6-9-7 2F 045-370-8326 https://okuda-clinic.net/ ○ ○
内科・糖尿病内
科・消化器内
科・内視鏡内科

奥田浩史

352 ひぎりやま皮ふ科 233-0015
神奈川県横浜市港南区日限山2-1-33

日限山開成ビル3階
045-882-2281

http://www.higiriyama-
hifuka.com/

× ○ 皮膚科 高橋さなみ

353 下永谷こどもクリニック 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山1-57-40 045-822-4976
http://www.shimonagaya-

kodomo.com/
× ○ 小児科 半澤典生

特にありませんが、もし紹介する場合は横浜市済生会南
部病院となります。

354 堀越医院 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保2-16-37 045-842-4903 http://www.horikoshi-clinic.com ○ ○
耳鼻咽喉科
小児科
内科

堀越　秀典
済生会南部病院（横浜市横南区港南台３-２-１０）
市民総合医療センタ－（横浜市南区浦舟町４-５７）
戸塚共立第二病院（横浜市戸塚区吉田町５７９-１）

355 上大岡メンタルクリニック 233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東2丁目42-21 045-844-4392 ○ 精神科 赤坂　ちづ子

356 緩和会横浜クリニック 223-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目１０番１１号  045-849-7870  http://www.pain.jp ○ ペインクリニック 新堀　博展

357
上大岡糖尿病・

代謝内科クリニック
233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-5-1-104 045-840-1505 https://kamiooka-dmclinic.jp/ × ○ 内科 神山　博史

●横浜市立大学附属市民総合医療センター
(神奈川県横浜市南区浦舟町4-57)

●済生会横浜市南部病院
(神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10)

358 さくら山科眼科 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1-2F 045-847-0041 ○ ○ 眼科 山科　正子

359 上大岡こどもクリニック 233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１

カミオ４０４－２
045-882-0810 http://www.kamio-kodomo.com ○ ○ 小児科 佐藤　和人

360
港南ひだまりペインクリ

ニック
233-0013

横浜市港南区丸山台１－１３－７
ベルセブン４階

 045-353-5525  http://www.kounanhidamari.com × ○

ペインクリニッ
ク内科

ペインクリニッ
ク外科

豊川　秀樹
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市

南部病院　横浜市港南区港南台三丁目２番１０号

361 竹田こどもクリニック 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷2-11-1-112 045-846-1088 http://www.takedakodomo.com/
今のところ対応予定

はありません
○

小児科　　　　
アレルギー科

竹田　弘 済生会横浜市南部病院（横浜市港南区港南台）

362 たぐち脳神経クリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台6−37−52 045-836-1050 https://www.taguchi-nc.com/ × ○ 脳神経外科 田口　博基

済生会横浜市南部病院
（港南区港南台３－２－10）

横浜栄共済病院
（栄区桂町132）

363 岡田眼科 234-0054
神奈川県横浜市港南区港南台５－５－22

岡田眼科ビル３Ｆ
045-832-0808 http://www.okada-ganka.com/ ○ ○ 眼科 岡田　栄一

横浜西口眼科
（神奈川区鶴屋町２－23－２　ＴＳプラザ６Ｆ）

364
横浜みなと呼吸器内科・

内科クリニック
234-0054

神奈川県横浜市港南区港南台5-23-30
港南台医療モール内2F

045-835-5917 http://yhmm.jp/ ○ ○
呼吸器内科

内科
小児科

赤川　玄樹
済生会南部病院〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南

台3丁目2番10号

365 かわぐち消化器内科 234－0054
神奈川県横浜市港南区港南台5-23-30

港南台医療モール３F
045-830-5311 http://kawaguchiclinic.net/ ○ ○

内科
消化器内科

川口義明

横浜市南部病院（神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10)
横浜栄共済病院（神奈川県横浜市栄区桂町132)

横浜市立大学医学部附属病院（横浜市金沢区福浦3-9)
神奈川県立循呼センター(横浜市金沢区富岡町6-16-1)

366 港南台こどもクリニック 234-0054
神奈川県横浜市港南区港南台5-23-30 

港南台医療モール４階
045-836-3255 http://konandaikodomo.com ○ ○ 小児科 高橋　亨岳

済生会横浜市南部病院
（神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２−１０）
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367 みどり皮ふ科 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台5-23-30 045-833-1520 http://midorihihu.com ○ ○ 皮膚科 渡邊みどり

368 もり小児科 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 045-835-3715 https://mori-kids.com/ × ○ 小児科 森　哲夫

369 笹尾医院 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台２－７ー35 045-831-1811  http://www.sasao-iin.com/ △（導入中） ○
内科

産婦人科

笹尾　麻紀
笹尾　健一郎
笹尾　佳奈美

済生会横浜市南部病院
（港南区港南台３－２－10）

370
ふくお小児科
アレルギー科

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台１－48－７ 045-833-7737 http://okanouehospital.com/ ○ ○
小児科

アレルギー科
内科

冨久尾 航
済生会横浜市南部病院

（港南区港南台３－２－10）

371 古家内科医院 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台２－302 045-844-3080 https://www.furuie-clinic.com/ × ○
呼吸器
内科

古家　正

372
せいの内科・内視鏡クリ

ニック
233-0013

神奈川県横浜市港南区丸山台1-5-7
上永谷医療ビル4階

045-844-8000 http://seino.clinic/ × ○ 内科 清野　朝博

済生会横浜市南部病院（神奈川県横浜市港南区港南台3-
2-10）

横浜栄共済病院（神奈川県横浜市栄区桂町132）
戸塚共立第一病院（神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116）

373
上永谷さとう

整形外科クリニック
233-0013

神奈川県横浜市港南区丸山台1-5-7
上永谷医療ビル2階

045-882-0310 http://www.satouseikei.com/ ○ ○
整形外科

リハビリテー
ション科

佐藤　康史

374
上永谷ほほえみ
クリニック

233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台1-11-17-2Ｆ 045-342-8810 https://www.kaminagaya-hc.com × ○
内科

心療内科
草間郁好
草間恵美

375
やそだ整形外科リウマチ

クリニック
235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－７－２７ 045-833-1707 http://yasoda-clinic.com/ ○ 内科・整形外科 八十田貴久

376 いなほクリニック 235-0045
神奈川県横浜市磯子区洋光台５－１－35

洋光台鈴木ビル2F
045-489-4480

http://www.inahoclinic.com/clinic.ht
ml

○
心療内科
精神科

小島 克夫
都甲　崇
他多数

377
エイチ・イー・シーサイ

エンスクリニック
235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台４－１－４－１０２ 045-831-0031

http://www.hecsc.net/
○ 内科

前田　一
調　進一郎

柴田　恵理子
郷内　めぐみ
前田　聡子

横浜栄共済病院（横浜市栄区桂町１３２）
横浜市南部病院（横浜市港南区港南台３－２－１０）

378 板垣医院 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－５－31 045-833-6141 ○ ○
内科

泌尿器科
村上　麗子
村上　貴之

済生会横浜市南部病院
磯子中央病院

379
洋光台中央整形外科クリ

ニック
235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１－３７ 045-350-3237 http://www.ycos-clinic.com/ × ○ 整形外科

天門永春
大迫千香

380 ながお耳鼻咽喉科 235-0045
神奈川県横浜市磯子区洋光台3-13-1

ピーコックストア２階
045-352-8500 http//www.nagao-jibika.com × ○ 耳鼻咽喉科 長尾淳一 横浜市南部病院（神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10）

381  おの眼科クリニック 235-0005
神奈川県横浜市磯子区東町１５－３２

モンビル２Ｆ
045-861-4113 ○ 眼科 小野慎也

382 飛鳥田医院 235-0014 神奈川県横浜市磯子区中浜町1-5 045-751-2202 △ ○
内科　　　　　

糖尿病科
飛鳥田　一朗

横浜市立みなと赤十字病院
(神奈川県横浜市中区新山下3丁目12番1号)
横浜市立大学付属市民総合医療センター

（神奈川県南区浦舟町4-57）

383 みやうちクリニック 235-0036
神奈川県横浜市磯子区中原４－２６－２７　
ライオンズステーションプラザ杉田２０５号

045-770-5701 http://www.miyauchi-clinic.jp/ × ○
精神科

心療内科
宮内　利郎

384
医療法人社団至誠会たき

もとクリニック
235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田５－７－７－２０３ 045-774-7270

https://doctorsfile.jp/h/20653/
× ○ 内科 瀧本　篤

横浜市大附属病院（横浜市金沢区福浦３－９）
済生会　南部病院（横浜市港南区港南台３－２－１０）
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385  杉田ありむら内科 235-0033
神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１

プララ杉田３階
 045-772-5588  http://aricli4141.com/ ○

内科　消化器内
科　循環器内科　

糖尿病内科
 有村　明彦

386 渋谷医院 235-0033
神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１

らびすた新杉田１Ｆ
045-771-0627 http://shibuya-iin.net/ × ○

内科
呼吸器内科

アレルギー科
眼科

渋谷　泰弘
渋谷　悦子

横浜市大附属病院
南共済病院
南部病院

神奈川県立循環器呼吸器センター

387 なかや内科医院 235−0011 神奈川県横浜市磯子区丸山2−18−６ 045-750-1002 http://nakaya-cl.com ○ ○ 内科 中谷信一

388
 医療法人社団ＫＯＣ

こうの整形外科クリニック
235-0033

神奈川県 横浜市磯子区杉田１－１７－１
プララ杉田３階

045-769-2599 http://www1.ttcn.ne.jp/~k-clinic/ ○ ○

整形外科
リハビリテーション

科
リウマチ科

河野　卓也
河野　亜紀
川口　行雄

389 さかしたクリニック 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-3-21 045-750-0577 ○ ○ 内科 城下　武 済生会横浜市南部病院　横浜市立みなと赤十字病院

390 青木こどもクリニック 236-0038 神奈川県横浜市金沢区六浦南２−９−１４−２F 045-788-8181 https://www.aoki-kodomo.jp ○ ○
小児科、内科、

小児皮膚科
青木浩之　　　

青木康之

横浜南共済病院（横浜市金沢区六浦東１丁目２１−１）　
　　横浜市立大学病院付属病院（神奈川県横浜市金沢区

福浦3丁目9番地）

391
医療法人社団所耳鼻咽喉

科医院
236-0038 神奈川県横浜市金沢区六浦南2-9-14  045-788-3387 × ○ 耳鼻咽喉科 所　芳男

392 北村皮膚科 236-0038
神奈川県横浜市金沢区六浦南２－８－５

神田ビル２階
 045-784-0385 https://www.kitamura-hifuka.com/ × ○ 皮膚科

北村
花田

393 大久保医院 236-0038 神奈川県横浜市金沢区六浦南2-42-18 045-788-6565
http://www011.upp.so-
net.ne.jp/ookubo-c-HP/

× ○ 小児科　内科 大久保　慎一

394 はじりペインクリニック 236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東3-1-27 045-790-3335
http://www007.upp.so-

net.ne.jp/painclinic/
× ○

麻酔科(ペイン
クリニック）

羽尻悦朗 横浜南共済病院（神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1）

395 六浦内科クリニック 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦5-1-11六浦ビル4階 045-783-6763 https://www.mutsuura-naika.com/ ○　電話のみ ○　電話のみ
内科

循環器内科
行德大紀 連携先に対応してもらえるか不明のため記載を控えます

396  並木クリニック 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木２－９－４ 045-788-0888 × ○ 内科
 孟玲子 

宮田　朋子

397
横浜なみきリハビリテー

ション病院
236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1 045-788-0031 http://www.ynrh.jp/ × ○

内科
脳神経内科

外来担当医表を
参照ください

398
医療法人社団三生会　産
業振興センター診療所

236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目5番2号 045-782-3321 http://idcc.jp/ × ○ 内科　循環器 松下　浩平

399 椿ケ丘医院 236-0052 神奈川県横浜市金沢区冨岡西１－３５－１５ 045-771-7613
http://www.camelliahills.jp/

× ○ 内科 東邑　書憲
神奈川県立循環器呼吸器病センター（横浜市金沢区富岡

東６－１６－１）
横浜南共済病院（横浜市金沢区六浦東１－２１－１）

400 堀内医院 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東５－１９－９ 045-772-3591
http://www.myclinic.ne.jp/horiuchi_ii

n/
× ○

内科
循環器科

堀内　孝一 横浜南共済病院（神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1)

401 白石クリニック 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西6-18-25 045-774-7725 http://www.shiraishi-c.com × △ 内科　麻酔科 白石一雅 横浜南共済病院

402 医）石丸医院 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西４－６－６ 045-772-3267 × ○ 内科小児科 石丸百合子

403
医療法人社団ふじわら小

児科
236−0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西1-68-31 045-773-6333 ○ ○

小児科
内科

藤原芳人
藤原祐

済生会横浜市南部病院（横浜市港南区港南台3-2-10）
横浜南共済病院（横浜市金沢区六浦東1−21−1）

404 パートリア診療所 236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東１０－１ 045-790-5731
http://www.kowakai-patria.com/

○
内科
小児科

古川　仁 横浜南共済病院

405 能見台こどもクリニック 236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通4-8 045-786-2055 http://ncc-mori.com ○ ○
小児科
内科

小林拓也
小坂仁
雨宮文明
高村彰夫

なし
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406
草川クリニック　内科・

循環器内科
236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通4-1 2F 045-370-8287 https://kusakawa-cl.com/ ○ ○ 内科循環器内科 草川　由佳

神奈川県立循環器呼吸器病センター（神奈川県横浜市金
沢区富岡東6-16-1 ）  横浜南共済病院（神奈川県横浜
市金沢区六浦東1-21-1）　済生会横浜市南部病院（神奈
川県横浜市港南区港南台3-2-10）　横浜市立大学附属病

院（神奈川県横浜市金沢区福浦３－９）

407
わたなべ内科・呼吸器ク

リニック
236-0053

神奈川県横浜市金沢区能見台通２－６
能見台クオレ２階

045-782-1159 https://watanabe-rsp-cl.com
○

電話のみ
○

電話のみ

内科、呼吸器
科、アレルギー

科
渡部　峰明

神奈川県立循環器呼吸器病センター（神奈川県横浜市神
奈川区富岡東6-16-1）

横浜南共済病院（横浜市金沢区六浦東１－２１－１)

408 あい小児科アレルギー科 236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通２４－８ 045-787-3005
http://www016.upp.so-

net.ne.jp/aiclinic/
○ ○ 小児科 池澤　芳江

ふじわら小児科
（金沢区富岡西１－48－12）

409  田村クリニック  236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台４－４－２２ 045-784-2252 × ○ 外科　胃腸科  田村壽康

410 小谷医院 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台3-7-7 045-773-5551 http://kotani-iin.jp ○ 内科小児科 安崎　弘晃

411 きくち内科クリニック 236-0033 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2-20-8 045-785-3222 http://www.kikuchinaika.net/ × ○ 内科
菊地　泰介
菊地　香織

412 （医）森クリニック 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-8-27 045-785-2235 http://mori-clinic.or.jp ○ ○ 内科 森　由雄

413 文庫皮膚科クリニック 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-17-20，2A 045-786-5550 https://bunko-hifuka.com/ × ○ 皮膚科 畠中　美帆

414 大道内科クリニック 236-0035 神奈川県横浜市金沢区大道１－４７－９－２階 045-784-7766 http://daido-naika.com/ ○ 内科 千田　将馬
横浜南共済病院（横浜市金沢区六浦東１－２１－１）

神奈川県立循環器呼吸器病センター（横浜市金沢区富岡
東６－１６－１）

415 渡部内科医院 236-0035 神奈川県横浜市金沢区大道１－２９－１ 045-701-3666
 http://www.watanabenaika.e-

doctor.info/
× ○ 内科 渡部　迪男 横浜南共済病院（神奈川県金沢区六浦東1-21-1）

416 青木医院 236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町5-8 045-701-9052 http://www.aokiiin.net × ○
内科

脳神経外科
精神科

青木　彩

417 金沢白百合クリニック 236-0042
神奈川県横浜市金沢区金沢区釜利谷東

７丁目２３−２３
045-791-5570

http://www.kanazawa-shirayuri-
clinic.com/

○ ○ 内科 平 出 　明 特になし

418 星空クリニック 236-0042
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東３－１－３　

金沢文庫第２金井ビル３階
 045-489-3602 http://www.hoshizora-clinic.com/ × ○ 内科 水原　浩

419 庄司クリニック 236-0042
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１６－３２

トライアンジュ文庫３F
045-790-3220 http://www.shoji-clinic.jp ○ ○

内科
呼吸器内科

庄司　晃

420 江口医院 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町１４１３ 045-891-0067 ○ ○ 内科、小児科 江口　一彦
コロナウイルスの感染が疑われる場合は横浜栄共済病院

(神奈川県横浜市栄区桂町１３２

421
医療法人社団正節会

阿部内科
244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町1329－９ 045-890-5400 http://www.abenaika.jp/ × ○ 内科 阿部　了

422 なかのクリニック 247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１０－２ 045-890-6226 http://www.nakano-cl.com × ○
内科

形成外科
中野　浩成

中野　香代子

423 ヒルサイドクリニック 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷4-9-1 045-479-8275 http://www.hillside-clinic.com/ ○ ○ 内科・胃腸内科 山脇　優 横浜栄共済病院(神奈川県横浜市栄区桂町132)

424 野村医院 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間５丁目31－24 045-892-5910 http://www.nomura-med.jp/ ○ ○

整形外科、内科
リウマチ科、皮膚

科
内科、耳鼻咽喉科

野村　武、新美　美希
野村　慧、小笠原　総
野村　祥、宮本　多加

子
三田　奈保子、佐藤　
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425 おれんじクリニック 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間3-45 J棟1階 045-895-5000 http://orange-clinic.com/ ○ ○
内科
小児科

水口　一郎
横浜栄共済病院（横浜市栄区桂町132）
大船中央病院（鎌倉市大船6-2-24）

426 片倉病院 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作4-11-16 044-866-2151 https://wwwkatakura.or.jp/ 現時点では再診のみ ○
内科

豊島秀男
永江　愛
山口俊弘

帝京大学溝口病院（神奈川県川崎市高津区二子５－１－1
総合高津中央病院（神奈川県川崎市高津区溝口1-16-7）

427
一般財団法人聖マリアン

ナ会
東横惠愛病院

216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬4-17-23 044-877-5522 https://www.st-marianna.com × ○ 精神科
患者の主治医　　

　のみ対応
当院受診

428

医療法人社団
市川整形外科医院

つちはし整形外科リウマ
チ科

216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋7-26-6 044-853-0330
https://445.co.jp/tsuchihashi-

seikei/index.html
× ○ 整形外科 菜畑　剛一

429 川崎市立多摩病院 214-8525 神奈川県川崎市宿河原1-30-37 044-933-8111 http://marianna-tama.jp/ × ○ 全診療科

430 麻生リハビリ総合病院 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-23-50 044-981-6878
https://www.souseikai.net/rehabilita

tion
× ○

整形外科

内科

菅　直樹
長瀬　清弘
西中　直也

田中　康文
藤田　匡邦
笠川　彰

麻生総合病院（川崎市麻生区上麻生6-25-1）

431 太田総合病院 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-50 044-244-0131 http://www.ota-g-hospital.com/ × ○ 全科 各科

432
スキップこども

アレルギークリニック
212-0057

神奈川県川崎市幸区北加瀬2-11-3コトニアガーデ
ン新川崎

044-587-5015 https://www.skip-clinic.net ○ ○
小児科

アレルギー科
田中　裕

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目6-1）

433
医療法人社団清恵会

田村外科病院
212-0005 神奈川県川崎市幸区戸手1丁目9番13号 044-544-6111 http://www.tamurasurgical.jp/ ○ ○

外科、小児外科、整
形外科、脳神経外
科、循環器科、消化
器外科、肛門科、リ
ハビリテーション科

田村　哲郎
中山　茂樹

対面が必要な場合には当院にて対応予定

434 関東労災病院 211-8510 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1 044-411-3131 https://www.kantoh.johas.go.jp/ － ○

腎臓内科、糖尿
病・内分泌内
科、血液内科、
総合内科、神経
内科、呼吸器内
科、消化器内
科、循環器内
科、心臓血管外
科、小児科、外
科、形成外科、
皮膚科、産婦人
科、眼科、耳鼻
咽喉科、歯科口

腔外科

横地章生　
他９８名

－

435
医療法人社団ナイズ　

キャップスクリニック武
蔵小杉

211-0016
神奈川県川崎市中原区市ノ坪４４

９－３　シティタワー武
蔵小杉　１Ｆ

044-863-9550
https://www.caps-

clinic.jp/musashikosugi
○ ○ 小児科 橋本　興人

436
あいごり整形外科星が丘

院
252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘4-16-7 042-707-0913 http://aigori-clinic.com/ × ○ 整形外科 密田　良一 必要があれば当院で診察します

437 りつのクリニック 252-0155 神奈川県相模原市緑区鳥屋1162-1 042-785-8055 https://www.ritsuno.com/ ○ ○ 内科 立之英正 協同病院、日赤病院

438 西脇医院 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本４－５－１２ 042-771-5255 http://nishiwakisan.com/ ○ ○
内科、小児科、

皮膚科
西脇　徹

神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院（神奈
川県相模原市緑区橋本2-8-18）

439
医療法人社団　廣淳会　矢

田内科小児科医院
252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本2-3-6　吉見ビル 042-772-1310 ○ ○ 内科、小児科 矢田　廣章

神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院（神奈
川県相模原市緑区橋本2-8-18）

440 森下記念病院 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間４－２－１８ 042-742-5055 http://www.morishita.or.jp/ × ○

腎臓内科・透析
内科・透析血管
外科・消化器内
科・泌尿器科・
循環器内科・内
科・外科・眼科

森下将充、中上
哲雄、石川博
和、勝又健太、
大地哲也、山田
葉子、福田安
伸、伊藤義也、
松井宣昭、津村

秀康

-

441
おおの駅前透析クリニッ

ク
252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野3-14-20
相模大野TH＆Cﾋﾞﾙ４階・５階

042-747-2211 ○ ○ 透析内科 淺井　友基
さがみ循環器クリニック　（神奈川県相模原市南区相南

4-21-15）
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442 平井クリニック 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-11-5　2F 042-767-0850 http://www.hirai-clinic.or.jp/ × ○ 内科 平井三郎

443
横須賀市療育相談セン

ター
238-8530 横須賀市小川町16 046-822-6741 × ○ 小児精神科

444 三上医院 238-0012 横須賀市安浦町2-2 046-822-0750 × ○
内科
小児科

三上　剛志
三上　大志
三上　公志

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

445 馬堀小児科医院 239-0801 横須賀市馬堀海岸2-26-7 046-843-0115 https://maborishiunika.com × ○ 小児科 林　美雪 横須賀市立うわまち病院

446 新村皮フ泌尿クリニック 238-0315 横須賀市林2-1-32-6 046-857-8600 × ○
皮膚科
泌尿器科

新村　武明

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

稲田　美保恵

448 武山内科 238-0313 横須賀市武1-20-17ライフコート横須賀武山２F 046-874-8317 http://takeyamanaika.com × ○
内科

循環器内科
松山　明正

449 井坂クリニック 239-0831 横須賀市久里浜5-11-4 046-836-0272 ○ ○ 精神科 井坂　健一

450 フロムワン付属診療所 238-0022 横須賀市公郷町3-68-3 046-876-8780 × ○
内科

リウマチ科
佐藤　眞紀子

451 中央内科クリニック 238-0007 横須賀市若松町2-7藤田ビル４F 046-822-6859 × ○ 内科 松岡　幹雄

452 上町在宅クリニック 238-0017 横須賀市上町2-20 046-822-2404 × ○ 内科 渡辺　誠一

453
三宅整形外科

小児科クリニック
239-0822 横須賀市浦賀5-2-3 046-842-1301 http://www.miyake-seikei.com ○ ○

整形外科
小児科

三宅　洋一
三宅　直香

454 しざわクリニック 238-0017 横須賀市上町2-7-5上町ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ３F 046-823-8551 × ○

内科
胃腸科
肛門科
外科

志澤　良一

455 安田内科・皮ふ科 239-0802 横須賀市馬堀町3-2-12 046-874-7580 × ○
内科

皮膚科
安田　保

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院
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456 高宮小児科 239-0807 横須賀市根岸町4-3-20 046-837-7300 https://www.takamiya-kids.com ○ ○ 小児科 高宮　光

457 神奈川歯科大学附属病院 238-8570 横須賀市小川町1-23 046-822-8810 https://www.kdu.ac.jp/hosupital/ × ○

内科
糖尿病・内分泌

内科
消化器内科
高齢者内科

青木　一摩
青木　一孝
古出　智子
眞鍋　雄太

橋本

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

横浜市立大学附属病院（横浜市）

458 櫻井整形外科 238-0048 横須賀市坂本町4-5 046-828-8077 ○ ○
整形外科

リハビリテーショ
ン科

櫻井

459 萩原肛門科 239-0807 横須賀市根岸町3-4-24 046-834-1601 × ○ 肛門科 川原　薫

460 北川外科・胃腸科 238-0043 横須賀市坂本町2-31エルエスビル２F 046-821-0557 ○ ○ 内科 北川　正明

461 金沢胃腸科外科医院 239-0831 横須賀市久里浜1-6-2 046-833-1173 × ○
内科
外科

金沢

横須賀市立市民病院
横須賀市立うわまち病院

横須賀共済病院
よこすか浦賀病院

衣笠病院
横浜南共済病院（横浜市）

横浜市立大学附属病院（横浜市）

462 久里浜眼科 239-0831 横須賀市久里浜4-8-16 046-833-0057 × ○ 眼科 柳川　明彦

463 いまにしクリニック 239-0802 横須賀市馬堀町1-7-8 046-835-0316 https://imanishiclinic.com/ × ○
内科

皮膚科
今西　宏明

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

465 竹内医院 239-0843 横須賀市津久井2-2-23 046-848-0026 × ○
内科

小児科
岩村　ゆかり

466 おおた心療内科醫院 238-0007 横須賀市若松町1-1野土屋ビル５F 046-823-3700 × ○
精神科

心療内科
老年精神科

太田　共夫

467 武山加藤医院 238-0315 横須賀市林3-1-7 046-856-6636 ○ ○
内科

消化器科
循環器内科

加藤　圭
武藤　和弘

横須賀共済病院
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468 ナーブケア在宅クリニック 238-0012 横須賀市安浦町2-19 046-828-3637 ○ ○

469 さいとう内科クリニック 238-0017 横須賀市上町1-40-12 046-828-5552 × ○
内科

脳神経内科
齋藤　之伸

470 やまうち内科クリニック 238-0031 横須賀市衣笠栄町1-61 046-852-4970 http://www.yamauchi-clinic.jp ○ ○ 内科
山内　眞義
山内　章裕

衣笠病院
横須賀共済病院

横須賀市立うわまち病院
よこすか浦賀病院

471 いしわた医院 238-0315 横須賀市林5-8-27 046-855-5711 https://www.dr-ishiwata.jp × ○ 内科 石渡

横須賀市立市民病院
横須賀市立うわまち病院

衣笠病院
横須賀共済病院

472 田中胃腸科医院 238-0017 横須賀市上町2-46 046-823-1515 × ○
内科

胃腸科
田中　容

473 石橋クリニック 239-0808 横須賀市大津町1-8-32 046-837-3233
http://yokosuka-ishibashi-

clinic.com
× ○

内科
消化器内科

外科
胃腸内科

アレルギー内科

石橋　啓如
石橋　千昭

474 久里浜横井クリニック 239-0805 横須賀市舟倉1-30-12 046-833-6133 http://oppamayoshii-naika.net ○ ○
内科

胃腸科
外科

横井　隆志
横須賀共済病院

横須賀市立うわまち病院
横須賀市立市民病院

475 追浜吉井内科クリニック 237-0068 横須賀市追浜本町1-40追浜平川ビル1F 046-865-2530 ○ ○
内科

糖尿病内科
内分泌内科

吉井　大司

476 水口整形外科 238-0011 横須賀市米が浜通2-4 046-827-2231 ○ ○ 整形外科 神蔵

477 横須賀中央診療所 238-0011 横須賀市米が浜通1-18-15 046-823-8691
https://sites.google.com/site/ycchp

2014/home
× ○ 内科

春田　明郎
名取　雄司

小野村　雅久

478
整形外科・リハビリ科よこす

か米が浜クリニック
238-0011 横須賀市米が浜通1-18-13-4・5F 046-828-1313 http://www.yonegahama-clinic.info/ × ○ 整形外科 山根　知哉

横須賀共済病院
聖ヨゼフ病院

横須賀市立うわまち病院

479 あきやま医院 239-0807 横須賀市根岸町1-9-9久里浜スカイマンション２F 046-833-0588 ○ ○
内科

整形外科

名越　淳人
池田　大志
暁山　昌幸

480 マールクリニック 238-0011 横須賀市米が浜通1-8-7共立米が浜ビル３F 046-828-5333 http://ma-ruclinic.com/sp/ ○ ○ 内科 水野　靖大

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

衣笠病院
よこすか浦賀病院

横浜市立大学附属病院（横浜市）
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481 ナーブケアクリニック 238-0012 横須賀市安浦町2-19 046-824-7638 https://www.nccncs.jp ○ ○

482 倉田耳鼻科 237-0076 横須賀市船越町1-52 046-895-6865 × ○ 耳鼻咽喉科 倉田　文雄 横須賀共済病院

483 古畑泌尿器科クリニック 238-0031 横須賀市衣笠栄町1-27花富ビル２F http://www.furuhata.sakura.ne.jp × ○ 泌尿器科
古畑　壮一

石黒　恵理子
横須賀共済病院

484 菱沼クリニック 239-0841 横須賀市野比1-42-47 046-839-2666 http://www.hishinuma-clinic.jp × ○
精神科
内科

菱沼　洋子
菱沼　昭

485 耳鼻咽喉科森医院 238-0011 横須賀市米が浜通1-18-13ｸﾗｼｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ２F 046-822-7058 ○ ○ 耳鼻咽喉科 森　豊
横須賀共済病院

横須賀市立うわまち病院

486 藤田整形外科 239-0841 横須賀市野比1-39-15 046-848-6551 https://fujita-ortho.jp/ × ○ 整形外科 藤田　正樹

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

横須賀市立市民病院
聖ヨゼフ病院

湘南病院

487 くりはまメンタルクリニック 239-0831 横須賀市久里浜4-5-6浅葉ビル４F 046-876-8157 http://www.kurihama-mental.jp × ○
精神科

心療内科
宮川　朋大

488
よこすか女性泌尿器科・泌

尿器科クリニック
238-0008 横須賀市大滝町2-6ザタワー横須賀中央301-2 046-823-8456 http://urogyn.jp × ○ 女性泌尿器科 奥井　伸雄

横須賀タワークリニック
神奈川歯科大学附属病院画像診断科

489 倉田耳鼻咽喉科 239-0842 横須賀市長沢3-3-10 046-848-8741 ○ ○ 耳鼻咽喉科
愛甲　健

矢吹　健一郎

490 鴨居ファミリークリニック 239-0813 横須賀市鴨居1-17-16　２F 046-841-7277 × ○
内科

小児科
山岡　一昭

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

491
なかむら耳鼻咽喉科クリ

ニック
238-0011 横須賀市米が浜通1-4ｸﾗｼｵﾝⅢ２F 046-827-2729 http://www.memai-clinic.com × ○ 耳鼻咽喉科 中村　正

492 桜が丘診療所 239-0803 横須賀市桜が丘1-7-18 046-835-5330 × ○
婦人科
内科

永井　生司

493 湘南内科医院 238-0006 横須賀市日の出町1-7 046-822-1034 http://www.dojinkai.or.jp/ × ○ 内科 野尻　陽子
横須賀市立うわまち病院

聖ヨゼフ病院
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494 横須賀タワークリニック 238-0008 横須賀市大滝町2-6-401ザ・タワー横須賀中央４F 046-821-0008 http://ytc.clinic × ○

内科
小児科

循環器内科
神経内科

糖尿病内科

平田　文彦
井上　公俊
深井　浩介
小池　陽子

495 八木医院 239-0833 横須賀市ハイランド１－22－１ 046-848-5140 http://www.yagiclinic.net ○ ○
小児科

アレルギー科
八木　剛一

横須賀共済病院
県立こども医療センター（横浜市）

496 めぐみケアクリニック 239-0831 横須賀市久里浜１－11－７ 046-837-3341 https://kurihama-megumi.com/ ○ ○
内科

整形外科
耳鼻咽喉科

大木　誠

497 大澤医院 238-0042 横須賀市汐入町２－２－12　ベイサイドビル２F 046-822-0249 × ○
内科

小児科
大澤　章俊

498 今井ウイメンズクリニック 238-0311 横須賀市太田和１－１－８－２F 046-855-0714 × ○
産科

婦人科
今井　一夫

499 鈴木内科クリニック 239-0831 横須賀市久里浜１－３－17　鈴栄メディカルビル２Ｆ 046-833-8823 https://szknaikac.jp ○ ○ 内科 鈴木　基好

500 青山医院 239-0807 横須賀市根岸町４－１－31 046-834-3873 ○ ○ 内科 青山　清次
横須賀共済病院

横須賀市立うわまち病院
衣笠病院

501 橋本医院 237-0062 横須賀市浦郷町３－75 046-865-3754 × ○ 内科 橋本　眞生

502 汐入ぱくクリニック 238-0042 横須賀市汐入町２－40　青柳ビル１階 046-826-4189 https://www.shioiri-park-cl.jp × ○ 内科 新井　正晃

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

循環器内科
杉浦　徹

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

横須賀市立市民病院

504 北久里浜医院 239-0807 横須賀市根岸町３－２－15 046-835-3377 https://kitakurihama-iin.com ○ ○ 内科 林

505 くすの木クリニック 238-0011
横須賀市米が浜通１－17

ＹＭ　ＢＬＤＧ．４・５F
046-884-8862 http://www.kusunokiclinic.com × ○

内科
小児科

原　誠
原　史子

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

506 小磯第２診療所 239-0813 横須賀市鴨居２－80－37 046-846-2111 × ○
整形外科

耳鼻咽喉科
塩川　健夫

木村　真知子
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507 湘南山手つちだクリニック 239-0804 横須賀市吉井2-3-5 046-846-5275 × ○
内科

小児科
土田　匡明

横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院

衣笠病院
よこすか浦賀病院

横須賀市立市民病院

508 村岡クリニック 239-0807 横須賀市根岸町２－22－８　２F 046-833-2228 × ○ 内科 村岡　光久

509 汐入メンタルクリニック 238-0042 横須賀市汐入町2-7-1山下ビル2.3F 046-823-3001 http://www.shioiri-mental.jp/ × ○ 精神科

510 横須賀市立市民病院 240-0195 横須賀市長坂1-3-2 046-856-3136
https://www.jadecom.or.jp/jadecom

hp/yokosuka-shimin/html/
× ○ 全科

511 聖ヨゼフ病院 238-8502 横須賀市緑が丘28 046-822-2134 https://www.st-joseph.jp × ○
内科

整形外科

512 横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町２－36 046-823-2630
https://www.jadecom.or.jp/jadecom

hp-uwamachi.jp/
× ○ ほぼ全科 各診療科で対応

513 湘南台メンタルクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-4-1　63田中ビル２-A 0466-43-2539
https://www.navita.co.jp/s/1100151

8/
○

精神科　診療内
科

片桐　裕子

514 釜萢内科小児科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢851 0466－22－6151 ○ ○ 小児科 中村　豊
515 疋田眼科医院 251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡四丁目１６番１５号 0466-22-5075 × ○ 眼科 井上　薫

516 江ノ島整形外科・外科 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16-4F 0466-31-0787
http://kaiseikai-

net.or.jp/group/enoshima-seikei
○ 整形外科 山川 秀之 藤沢市民病院

517 湘南ゆずクリニック 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5220-27 0466-52-6813 × ○ 内科 中尾　圭介

518 矢野医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行１－２５－１１ 0466-81-3541 yano.ｄｒ-clinic.jp ○ ○ 耳鼻咽喉科 矢野ゆかり
まず、当院に御来院下さい。必要があれば病院にご紹介

いたします

519
藤沢駅前こころのクリ

ニック
251-0052 神奈川県藤沢市559　角若松ビル2階 0466-52-5568 http://fujisawa-mental.com/… × ○

精神科　心療内
科

新見隆之

520
医療法人湘南鵠沼内科・
リウマチ科安達正則クリ

ニック
251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡四丁目14番3号 0466-26-0378

http://www5a.biglobe.ne.jp/~ADACH
IMD/

× ○

内科
リウマチ科

アレルギー科
呼吸器内科
心療内科

安達　正則

藤沢市民病院（神奈川県藤沢市藤沢2-6-1）
湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5-

1）
湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市岡本1370-1）

横浜医療センター（神奈川県横浜市戸塚区原宿３－６０
－２）

聖路加国際病院（東京都中央区明石町9-1）

521 内山クリニック 253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町１−４大黒屋富田ビル３

階
0467ｰ87ｰ6511

https://www.uchiyamaclinic-
chigasaki.com/

○ ○
内科
皮膚科

内山　直樹

茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目15-1）
湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5-

1）
茅ヶ崎徳州会病院（神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1）

湘南東部総合病院（神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地）
522 堀越医院 253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵２−５−５２ 0467-82-4641 www.horikoshi-iin.com ○ ○ 小児科 朝比奈美子 茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目15-1）

523 小沢整形外科 253-0062 神奈川県茅ヶ崎市浜見平17-13 0467-82-5181
http://ozawaseikeigeka.wixsite.com/

mysite
× ○ 整形外科 小沢直人

524 増沢クリニック 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4-7-12 0467-54-0311 × ○ 内科 増沢成幸 原則院内駐車場で診療

525 やまぐちクリニック 253-0021 神奈川県茅ヶ崎浜竹3-4-53 0467-82-2760 http://www.yamaguchi-pain.com/ ○ ○

麻酔科ペインク
リニック、整形
外科、内科、漢
方内科、リハビ

リ

山口眞人

茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目15-1）
茅ヶ崎徳州会病院（神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1）

湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5-
1）

藤沢市民病院（神奈川県藤沢市藤沢2丁目6-1）
など

35 / 44 ページ

http://www.shioiri-mental.jp/
https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/yokosuka-shimin/html/
https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/yokosuka-shimin/html/
https://www.st-joseph.jp/
https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp-uwamachi.jp/
https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp-uwamachi.jp/
https://www.navita.co.jp/s/11001518/
https://www.navita.co.jp/s/11001518/
http://kaiseikai-net.or.jp/group/enoshima-seikei
http://kaiseikai-net.or.jp/group/enoshima-seikei
mailto:yano.clinic@wing.ocn.ne.jp
http://fujisawa-mental.com/…
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ADACHIMD/
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ADACHIMD/
https://www.uchiyamaclinic-chigasaki.com/
https://www.uchiyamaclinic-chigasaki.com/
http://www.horikoshi-iin.com/
http://ozawaseikeigeka.wixsite.com/mysite
http://ozawaseikeigeka.wixsite.com/mysite
http://www.yamaguchi-pain.com/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用い
た診療の実施の有無

再診の電話等を用い
た診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

基本情報 事務連絡に基づく対応について

番号

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（神奈川県）

526 松が丘内科クリニック 253-0025 神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-8-20 0467-87-0363 https://matsugaoka-cl.com/ ○ ○
総合内科
胃腸科
循環器科

伊藤　崇
茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1）
茅ヶ崎徳洲会病院（神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1）

湘南藤沢徳洲会病院(神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1）

527 内倉整形外科 253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-11-10 0467-84-0070
https://www.uchikura-

seikeigeka.com/
○ ○

整形外科
リウマチ科

外科
内科

内倉　長造
湘南藤沢徳洲会（神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1）
茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）

528 神部医院 253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山3035 0467-74-5000 kanbeiin5000.byoinnavi.jp ○ ○ 内科 神部　清彦

寒川病院（神奈川県高座郡寒川町宮山193）
茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）　

湘南東部総合病院（神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地）
海老名総合病院（神奈川県海老名市河原1320）

529 五島クリニック 253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見2197 0467-74-8180 × ○
泌尿器科、内
科、皮膚科

五島　明彦
五島　悠介
平田　祐子

530 茅ヶ崎泌尿器科・皮フ科 253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町6-14ザ・パークハウス1F 0467-89-6000 https://ogata385north.com/ × ○
泌尿器科
皮膚科

小方　康生

531 蓮沼眼科クリニック 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-4-2 0467-87-4005 ○ ○ 眼科 蓮沼　敏行
532 和田内科医院 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田5-1-19 0467-51-8221 ○ ○ 内科、循環器科 和田　栄

533
医療法人社団　田村小児

科
253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町6-16-201 0467-86-0415

https://itp.ne.jp/info/141148371200
000899/

× ○
内科、小児科、

皮膚科
田村　雄一

茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）　
茅ヶ崎徳州会病院（神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1）

湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5-
1）

534 あらまき眼科 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田5-1-15 0467-55-2055 https://www.aramakiganka.com/ × ○ 眼科 荒巻　敏夫

535 湘南みわクリニック 253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村4-22-25 0467-50-1611 https://www.dr-miwa.com/ ○ ○ 内科 三輪　博久

茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）　
茅ヶ崎徳州会病院（神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1）

湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目5-
1）

湘南東部総合病院（神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地）

536 こずえ心療クリニック 253-0062 神奈川県茅ヶ崎市浜見平17-13 0467-82-1838 × ○
精神科
心療内科

髙橋　こずえ 当院

537
茅ヶ崎こどもの森クリ

ニック
253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村4-22-23 0467-50-1260 http://www.kids-forest.com/ ○ ○

小児科
アレルギー科

山口　哲也

538 愛生会クリニック 253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-10-48 0467-88-6560 https://aiseikai-clinic.com/ ○ ○ 内科 赤沼　真夫 茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）

539
茅ヶ崎みみ・はな・のど

クリニック
2530017 神奈川県茅ヶ崎市松林2-10-18 0467-50-1135 https://chigasaki.atat.jp/i/f.php ○ ○ 耳鼻科 内藤　聡

540 平野こどもクリニック 253-0014 神奈川県茅ヶ崎市本宿町3-6 0467-54-7775 http://hirano-ped-cl.jp/ ○ ○ 小児科 平野　幹人 茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）

541
医療法人社団　仁聖会　
さむかわ富田クリニック

253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮1-9-2 0467-72-5777 http://www.jinseikai-tomitacl.or.jp/ ○ ○
内科、消化器内
科、肛門外科、

皮膚科
富田　一郎

寒川病院（神奈川県高座郡寒川町宮山193）
茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）
藤沢市民病院（神奈川県藤沢市藤沢2丁目6-1）

542 井上内科クリニック 253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑725-1 0467-83-6565 http://inoue-naika.com/index.html × ○ 内科 井上　雄一郎
茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）　

湘南東部総合病院（神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地）
543 茅ヶ崎クリニック 253-0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南1-22-1 0467-86-2123 https://www.chigasaki-clinic.com/ × ○ 内科 白倉　克也 茅ヶ崎市立病院（神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 ）

544 けやきの森病院 253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山3505 0467-74-5331 https://www.keyakinomori.jp/ × ○
精神科
心療内科

545 寒川ごとう眼科 253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮１－４－６ 0467-74-7030 https://samukawa-goto.com/ ○ ○ 眼科 後藤　洋平

546
医療法人徳洲会
茅ヶ崎徳洲会病院

253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 0467-58-1311 https://www.chigasakitokushukai.jp/ ○ ○
内科・外科・泌

尿器科
立川　隆光

他

547 下田産婦人科医院 253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町19-8 0467-82-6781
http://www.shimoda-

sanfujinka.com/
× ○ 産婦人科

下田　隆夫
下田　隆仁

当院に受診していただきます
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548 湘南東部総合病院 253-0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保500 0467-83-9192 https://www.fureai-g.or.jp/toubu/ × ○

内科、外科、消
化器内科、消化
器外科、循環器
内科、呼吸器内
科、呼吸器外
科、脳神経外
科、脳神経内
科、整形外科、
泌尿器科、産婦
人科、麻酔科、
放射線科、小児
科、リハビリ
テーション科、
精神科、歯科口
腔外科、病理診
断科、血液内
科、腎臓内科、
糖尿病内科、皮
膚科、循環器外
科、心臓血管外

科

市田　隆文
他

医師の判断で対面診療が必要と判断する場合あり。
かかりつけ患者で慢性疾患のみ対応可

549 湘南東部クリニック 253-0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保117 0467-83-9192
https://www.fureai-g.or.jp/toubu-

clinic/
× ○

内科、外科、消
化器内科、消化
器外科、循環器
内科、循環器外
科、呼吸器内
科、呼吸器外
科、脳神経外
科、脳神経内
科、整形外科、
腎臓内科、糖尿
病内科、皮膚
科、血液内科、
心臓血管外科

鬼頭　文彦
他

医師の判断で対面診療が必要と判断する場合あり。
かかりつけ患者で慢性疾患のみ対応可

550 かつまた小児クリニック 253-0082 神奈川県茅ヶ崎市香川1-38-18 0467-54-5588 http://www.katsumata-clinic.com/ × ○ 小児科 勝亦　慶人

551 遠藤医院 254-0812 神奈川県平塚市松風町17-6 0463-21-0360
https://www.endoclinic.info/index.ht

ml
× ○

小児科
内科

下島るみ

552 日向岡クリニック 254-0905 神奈川県平塚市日向岡2-16-10 0463-50-1711
https://hinataoka-

clinic.crayonsite.com
× ○

内科
小児科

清水　宏明
福田　竜基

平塚市民病院（神奈川県平塚市南原1-19-1）
平塚共済病院（神奈川県平塚市追分9-11）

東海大学医学部附属病院（神奈川県伊勢原市下糟屋
143）

東海大学大磯病院（神奈川県中郡大磯町月京21-1）
伊勢原協同病院（神奈川県伊勢原市田中345）

済生会湘南平塚病院（神奈川県平塚市宮松町18-1）

553 間島医院 254-0814 神奈川県平塚市龍城ヶ丘3-37 0463-31-2774
https://itp.ne.jp/info/142180611200

000899/shop/
○ ○ 小児科　内科 梅沢幸子

平塚市民病院(神奈川県平塚市南原1-19-1)　　　　　　
平塚共済病院(神奈川県平塚市追分9-11)

554 武川医院 259-1219 神奈川県平塚市広川848-4 0463-59-1514 https://www.mukawa-clinic.com × ○
内科　　　　　

消化器内科
武川　賢一郎

平塚共済病院（神奈川県平塚市追分9-11）
平塚市民病院（神奈川県平塚市南原1-19-1）

555
かとう腎・泌尿器科クリ

ニック
254-0065 神奈川県平塚市南原2-1-2 0463-30-0415 https//www.kato-urc.com ○ ○

泌尿器科、内
科、麻酔科

加藤忍、加藤
彩、渡邉　肇

平塚市民病院（神奈川県平塚市南原１－１９－１）
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556 くすのき在宅診療所 254-0902 神奈川県平塚市徳延131-1カドヤビル202 0463-30-0900 https://kusunokicl.org/ ○ ○ 内科 三田知子
平塚市民病院（神奈川県平塚市南原1-19-1）
平塚共済病院（神奈川県平塚市追分9-11）

557
こじま脳神経外科クリ

ニック
254-0042 神奈川県平塚市明石町1-23　平塚明石ビル4F 0463-21-7722 http://www.kojima-nouge.com × ○ 脳神経外科 小島　昭雄 なし

558 ふれあい平塚ホスピタル 254-0813 神奈川県平塚市袖ケ浜1-12 0463-22-4105 http:/www.fureai-g.or.jp/fhh/ × ○
総合診療科　　　

　　　内科
菅井　桂雄　　　
　　　　　　　　
　　　兼坂　茂

湘南東部総合病院（神奈川県茅ケ崎市西久保500）
茅ヶ崎中央病院（神奈川県茅ケ崎市茅ヶ崎2-2-3）
茅ヶ崎新北陵病院（神奈川県茅ケ崎市行谷583-1）

559
湘南平塚下肢静脈瘤クリ

ニック
254-0043

神奈川県平塚市紅谷町１４－２０　FT共同ビル３
F

0463-74-6694 https:shv-clinic.com × ○ 血管外科 秋好　沢林 湘南平塚静脈瘤クリニック

560 湘南福祉センター診療所 254-0035 神奈川県平塚市宮の前4-13 0463-21-1755
http://www12.plala.or.jp/shounanfuk

ushi/index.html
× ○

精神科
心療内科

猪股誠司
大西雄一
池谷瑠都美

561 湘南平塚まき耳鼻咽喉科 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町3-32　鈴木ビル3F 0463-73-8711 https://maki-ent.com × ○ 耳鼻咽喉科 横山　真紀
平塚共済病院（神奈川県平塚市追分9番11号）、平塚市民病

院（神奈川県平塚市南原1-19-1）

562 日向岡クリニック 254-0905 神奈川県平塚市日向岡2-16-10 0463-50-1711
https://hinataoka-

clinic.crayonsite.com
× ○

内科
小児科

清水　宏明
福田　竜基

平塚市民病院（神奈川県平塚市南原1-19-1）
平塚共済病院（神奈川県平塚市追分9-11）

東海大学医学部附属病院（神奈川県伊勢原市下糟屋
143）

東海大学大磯病院（神奈川県中郡大磯町月京21-1）
伊勢原協同病院（神奈川県伊勢原市田中345）

済生会湘南平塚病院（神奈川県平塚市宮松町18-1）

563
医)今麓会アイクリニック

イシハラ
254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-2エバーズ第7平塚ビル7F 0463-22-4976 http://www.hn-ganka.or.jp/pc/ × ○ 眼科 石原兵治

横浜市立大学附属市民総合医療センター(神奈川県横浜
市南区浦舟4-57)

564
ありがとうみんなファミ

リークリニック平塚
259-1212 神奈川県平塚市岡崎215-3 0463-59-3739 http://www.arigatou-minna.jp × ○

内科
小児科

小宮山　早坂　
太田

565
湘南平塚下肢静脈瘤クリ

ニック
254-0043

神奈川県平塚市紅谷町１４－２０　FT共同ビル３
F

0463-74-6694 https:shv-clinic.com × ○ 血管外科 秋好　沢林 湘南平塚静脈瘤クリニック

566 ひまわりクリニック 259-1116 神奈川県伊勢原市石田２２４－１１ 0463-90-2203 http://www.1.odn.ne.jp/~ceu14820/ ○ ○

内科
小児科
呼吸器科
循環器科

アレルギー科
消化器科

杉山　茂樹
小川　倫史
高橋　潔
杉山　弘樹

杉山

（いわゆる連携登録医療機関）
伊勢原協同病院
東名厚木病院
平塚市民病院
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567
医療法人社団　武田クリ

ニック
259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原２－２－１５ 0463-96-1024 http://www.takeda-clinic.jp ○ ○ 内科

竹田　浩
佐藤　温洋
山本　貴子
杉沢　勇人
大津　成之

永田　栄一郎
小笠原　総

田尻　さくら子
佐藤　正雄
仲川　裕喜
宮本　淳一

東海大学病院
伊勢原協同病院

568 市川こどもクリニック 259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹1544-3 0463-86-5665 https://ichikawa-cc.jp/ ○ ○ 小児科 市川正孝

569 河辺クリニック 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台1-20-10 0463-92-8707 × ○ 皮膚科 河辺邦昭

570 つづき脳神経外科・内科 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台3-4-13 0463-75-9872 https://drtsuzuki.com/ ○
脳神経外科

内科
都築　隆

平塚共済病院
〒254-8502 神奈川県平塚市追分９−１１

571 縁クリニック秦野 257-0042 神奈川県秦野市寿町4-16宇山ビル2F 0463-79-6646 https://enishi-med.co.jp/hadano/ ○ ○ 総合内科 良藤　恵理子
秦野赤十字病院（神奈川県秦野市立野台１−１）

572
医）鈴成会　鈴木クリ

ニック
259-1321 秦野市曲松１-４-３９やまゆりビル２階 0463-89-0770 https//www.suzukicl.jp ○ ○ 内科　外科 鈴木弘治 秦野赤十字病院　伊勢原協同病院

573 医療法人　亀﨑医院 257-0041 神奈川県秦野市入船町２－８ 0463-81-0056 ○ ○ 内科 亀﨑　昌道
神奈川病院（秦野市落合６６６－１）

秦野赤十字病院（秦野市立野台１－１）

574 秦野駅前南口診療所 257-0011
神奈川県秦野市尾尻９４０－５　ハイブリッジⅡ

２階
0463-84-3737 ○ ○ 内科

古木
西田
長松
村上

575 かまくらファミリークリニック 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-6-21 0467-22-0522 https://kamafami.com/ ○ ○
内科
小児科

栗原大輔 湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市岡本１３７０−１）

576
鎌倉かまりんヒフクリ

ニック
248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-15-11　2F 0467-25-1255 https://kamarinhifu.com/ ○ ○

皮膚科　　　　　
アレルギー科

福永　有希 鎌倉かまりんヒフクリニック

577 田中医院 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤648-4 スカイ鎌倉2号棟1F 0467-32-1315 htttp://www.tanaka-clinik.net ○ 内科 小野村雅久
湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市岡本2370-1）大船中

央病院（神奈川県鎌倉市大船6-2-24）

578 信愛クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-26-10 0467-48-6678 http://shinai-clinic.com/ ○ ○
内科

消化器内科
心療内科

井出　広幸
湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市岡本1370－1 ）

大船中央病院（神奈川県鎌倉市大船6-2-24 ）
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579 矢内原医院 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-17-18 0467-44-1188 https://www.yanaihara.com/ × ○
産科　　　　　

婦人科

矢内原　敦　　
吉崎　敦雄　　
柳　健一　　　
平野　亜具里　　
　宮村　知弥　　
　　石川　真　　
　　秋野　亮介　
　竹中　慎　　　
　清水　信義　　

井上　真理

580
医療法人M&Kふかさわ消化

器内科クリニック
248-0022 神奈川県鎌倉市常盤52番地１ 0467-40-0500 ○ ○

内科
消化器内科

長主　直子 湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市岡本１３７０番１）

581 吉岡内科医院 248-0011 神奈川県鎌倉市扇ガ谷１－９－４ 0467-25-5536 ○ ○
内科

循環器科
吉岡　顕一

湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市岡本１３７０－１）
大船中央病院（神奈川県鎌倉市大船６－２－２４）

582
医療法人社団後藤眼科医

院
248-0012 神奈川県鎌倉市御成町４－４０ 0467-22-0307 http://www.gotoganka.com ○ ○ 眼科 後藤　英樹 湘南鎌倉総合病院

583 開花館クリニック逗子 249-0006 神奈川県逗子市逗子5丁目14-13 046-884-8832 http://www.kaikakan-zushi.com ○ ○

精神科・神経内
科・児童精神
科・思春期精神
科・心療内科・

内科

瀬尾　勲
奥平　謙一

584
東逗子整形外科クリニッ

ク
249-0004 神奈川県逗子市沼間3-8-15 046-870-6677 http://higashizushi-seikei.com × ○ 整形外科 宮坂　康之

横浜南共済病院（横浜市金沢区六浦東1-21-1）
横須賀共済病院（横須賀市米が浜通1-16）
横須賀市立市民病院（横須賀市長坂1-3-2）

585 湘南葉山デイケアクリニック 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色1746-2 046-876-3811 https://www.shdc.jp/ ×
○

詳細はお問合せ下さ
い

総合診療科（内
科）

小児科
リウマチ科

大淵尚
神道育世
吉澤和希

葉山ハートセンター（神奈川県三浦郡下山口1898-1）　
湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市岡本1370-1）

586
医療法人ベネヴォラ磯見

整形外科
2490001 神奈川県逗子市久木8－20－17 046-872-0558

http://www.isomi-
seikei.com/index.html

× ○ 整形外科 磯見卓
横浜南共済病院（神奈川県横浜市金沢区六浦東　1－21

－1）

587
医療法人はなの里　たか

しクリニック
249-0002

神奈川県逗子市山の根1-2-9ラメールブルー逗子
102

046-873-0239 http://www.takashi-clinic.com/ ○
消化器内科

外科
河野　孝志 横須賀共済病院　大船中央病院

588 山本メディカルセンター 249-0005 神奈川県逗子市桜山3-16-1 046-872-0009 http://www.yamamedi.or.jp/ ○ ○
内科
皮膚科

酒井俊彦
齋藤真理子
松田徳也
花岡弘太郎

589
ホリスティックメディカ

ルクリニック
240-0112 神奈川県三浦郡葉山町895－6 046－877-5020 http://hm-clinic.sakura.ne.jp × ○

内科
小児科

本田　秀佳

590 久野銀座クリニック 250-0055 神奈川県小田原市久野469 2F 0465-66-1717 http://www.odawaragc.jp/kuno/ × ○
内科

岡村信良
丹羽病院　小田原市荻窪406

小田原市立病院　小田原市久野46
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591 マナクリニック 250-0215 神奈川県小田原市永塚5 0465-41-3001 http://manna-c.jp/ × ○
内科
耳鼻科

須田民男　須田
南美　小林理沙　

小林駿

592
医療法人社団遠藤クリ

ニック
250-0212 神奈川県小田原市西大友503 0465-36-5550 http://www.endo-cl.net ○ ○

内科
小児科

遠藤章・遠藤治
子

593 富田医院 250-0205 神奈川県小田原市曽我別所777-6 0465-42-0822
http://www.myclinic.ne.jp/imobile/pr

eview/dr_satuki/
○ ○ 内科 富田　さつき

594 医）渡邊内科クリニック 250-0011 神奈川県小田原市栄町１－２－８ 0465-22-6677 http://www.watanabec.com ○ ○ 内科 渡邊清治 未定

595 本多記念青野クリニック 250-0012
神奈川県小田原市本町1-4-4　三宅本町ビル1階2

階
0465-46-6440

https://honda-
aono.clinic/treatment.html

○ ○
内科
皮膚科

青野　治朗
小野　浩二
堀　由紀

本院でも対面診療可
医療法人社団帰陽会　丹羽病院(神奈川県小田原市荻窪

406）

596 あすなろクリニック 250--875 神奈川県小田原市 0465-43-6630 http://www.asunaro-clinic.com/ ○ ○
小児科

アレルギー科
髙橋　由利子他

597 真鶴町国民健康保険診療所 259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴475-1 0465-68-2191 https://manazuru.jadecom.or.jp/ ○ ○

内科
小児科
整形外科

川﨑　英司
矢ノ下　絵里子

598 湯河原中央温泉病院 259-0301 神奈川県足柄下郡湯河原町中央4-11-2 0465-63-2555 http://www.yugawara-hp.com × 〇電話のみ
内科

薄井　逸明　　　
青木　和弘　　　
廣田　健　　　　

𠮷場　史朗

599 浜辺の診療所 259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１２０－５ 0465-64-1600 http://hamabe-med.jp/ × ○ 内科 荒井　千明

600 国府津病院 256-0811 小田原市田島１２５番地 0465-47-2225 http://www.seikikai.or.jp × ○ 精神科 山田聡敦他８名 なし

601 小田原甲状腺クリニック 250-0045 神奈川県小田原市城山1-6-36 0465-43-9016 http://www.odawara-thyroid.jp × ○
内分泌内科・外

科
（甲状腺専門）

北村　裕 当院

602
医療生協かながわ生活協
同組合　おだわら診療所

250-0853 神奈川県小田原市堀之内253-1 0465-39-1193
https://mc-

kanagawa.or.jp/network/hospita
l/382

× ○ 内科
池田　俊夫
大野　悦子

603
特定医療法人社団研精会
箱根リハビリテーション

病院
250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1285 0460-84-9111 https://www.kensei-hakone.com/ ○ ○ 内科

大澤　仁
尾崎　杏奈
吉田　達也
葛西　祐樹
堀内　正浩
本田　秀樹
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604
ねもと総合内科クリニッ

ク
258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北711-32 0465-75-0095 https://nemoto-gim-clinic.jp/ ○ ○

内科
小児科

根本　佳和

秦野赤十字病院(神奈川県秦野市立野台1-1)
東海大学付属病院(神奈川県伊勢原市下糟屋143)

山近記念総合病院(神奈川県小田原市小八幡3-19-14)
小田原市立病院(神奈川県小田原市久野46)

605
くまざわ皮フ科クリニッ

ク
250-0105 神奈川県南足柄市関本830-1-2 050-3774-6600 http://www.kumazawa-hifuka.com ○ ○ 皮膚科 熊澤　智子 なし

606 みつぼしクリニック 259-0143 神奈川県足柄上郡中井町北田525 0465-80-0404 http://www.3boshi.jp/index.html ○ ○

内科
皮膚科
心療内科
放射線科

金原　一弘
秦野赤十字病院　神奈川県秦野市立野台1-1
平塚市民病院　神奈川県平塚市南原1-19-1
平塚共済病院　神奈川県平塚市追分9-11

607
武田耳鼻咽喉科クリニッ

ク
258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子１３７５ 0465-83-7733 ○ ○ 耳鼻咽喉科 武田啓介 なし

608 武尾医院 250- 神奈川県南足柄市塚原２６４１ 0465-74-0235 http://takeoiin2010.byoin.ne.jp × ○ 内科 武尾　宏 なし

609
海老名駅前内科クリニッ

ク
243-0486

神奈川県海老名市扇町３－６　MAGセントラルビ
ル２F

046-206-6711 https://ebina-ekimae-naika.com/ ○ ○
内科

消化器内科
丸岡　隆二

610 まなべ小児科クリニック 243-0401
神奈川県海老名市東柏ヶ谷3-13-6さがみ野駅北口

ビル2F
046-234-8331

https://www.manabe-
shounika.jp/

○ ○
小児科　　　　　
アレルギー科

(小児)

真部秀治　　　　
真部哲治

海老名総合病院 (神奈川県海老名市河原口1320 )     
大和市立病院(神奈川県大和市深見西8-3-6)          
国立病院機構相模原病院（神奈川県相模原市南区桜台

18-1)

611 えびな脳神経外科 243-0435 神奈川県海老名市下今泉4-2-14　グランツ海老名1階 046-236-2188 https://www.ebinou.com/ ○ ○
脳神経外科

内科
尾﨑　聡

612 海老名田島クリニック 243-0432
神奈川県海老名市中央3-3-14
静岡不動産海老名ビル2F

046-233-1313 https://ebinatajima.com ○ ○ 内科

田島　博人
谷内　七三子

横田　将
杉山　悟
山本　紘輝

・当院（神奈川県海老名市中央3-3-14静岡不動産海老名
ビル2F）

・海老名総合病院（神奈川県海老名市河原口1320）

613 厚木胃腸科医院 243-0814 神奈川県厚木市妻田南1-16-36 046-223-1155
https://www.atsugi-ichouka-

dc.com/
○ ○

内科/消化器内
科

寒河江　三太郎 厚木胃腸科医院

614
本厚木かかりつけクリ

ニック
243-0018 神奈川県厚木市中町３－１－１５　笹生ビル２F 046-297-1919 http://kakakuri.com ○ ○

内科
外科

循環器内科
小児科
整形外科
脳外科
皮膚科
泌尿器科

笹生　正樹
厚木市立病院（神奈川県厚木市水引１１－１６－３６）

東名厚木病院（神奈川県厚木市船子２３２）

615 妻田内科クリニック 243-0815 神奈川県厚木市妻田西３－１７－８ 046-223-3121 http://www.Tsumada-naika.com/ ○ ○
内科
小児科

鈴木　雅人 東名厚木病院（神奈川県厚木市船子２３２）

616
医療法人社団　　　　　
笹生循環器クリニック

243-0014 神奈川県厚木市旭町5-47-1 046-227-1919
http://www.saso-h-cl.sakura.ne.jp/

○ ○
内科

循環器科
笹生　正人
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617 新井医院 243-0014 神奈川県厚木市旭町1-27-5　ＭＳビル３Ｆ 046-229-4341 http://www.atugiaraiiin.com/ ○ ○
内科
胃腸科

新井　裕二

618 煤ヶ谷診療所 243-0012 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷1706 046-288-1352
https://www.pref.kanagawa.jp/div/1

512/index.html
○ ○

内科
外科
小児科

松本　玲応奈
安井　一馬

619 丸山内科クリニック 243-0813 神奈川県厚木市妻田東２－３０－３８ 046-221-6480 http://www.maruyamanaika-cl.com ○ ○ 内科 丸山健行
丸山内科クリニック

（神奈川県厚木市妻田東２－３０－３８）

620 戸室耳鼻科 243-0031 神奈川県厚木市戸室　1-32-3　グレースビル 046-223-8749 × ○ 耳鼻咽喉科
佐藤靖夫
都築　達

厚木市立病院（神奈川県厚木市水引1-16-36）

621
あつぎ内視鏡・内科クリニッ

ク 243-0018
神奈川県厚木市中町3-12-1

厚木国際ビル7階
046-223-4976 https://www.atsugi-naishikyou.com/ ○ ○

内科
消化器内科

山中　茂 湘南厚木病院

622 つばめこどもクリニック 242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-29 046-277-7700 https://tsubame-kodomo.com/ ○ ○ 小児科/内科 大坪　慶輔 つばめこどもクリニック/大和市立病院

623
医療法人明誠会　まきう

ち整形外科
242-0007 神奈川県大和市中央林間7-1-9 046-271-6868 http://www.makiuchi-seikeigeka.jp × ○

整形外科　リハ
ビリテーション

科
牧内大輔 大和市立病院（神奈川県大和市深見西8-3-6）

624 みひらクリニック 242-0023 神奈川県大和市渋谷4-8-4ステーション101号室 046-201-2220 mihira-clinic.com ○ ○
内科
麻酔科

三平　将彦 湘南泉病院

625 桜ヶ丘中央病院 042-0024 神奈川県大和市福田１丁目７−１ 046-269-4111 http://www.sakura-hp.or.jp/ ×

〇
慢性疾患等で定期的
受診されている患者

様のみ

626
鶴間かねしろ内科クリ

ニック
242-0004

神奈川県大和市鶴間２－１－２４エスポルタビル
２F

046-271-7410 http ○ ○ 内科 〇倉　太郎

627
社会医療法人三栄会　中

央林間病院
242-0007 神奈川県大和市中央林間4-14-18 046-275-0110 https://www.hospital-crg.net/ × ○

内科
外科

整形外科他
各科医師 中央林間病院

628 いでぐち内科リウマチ科 242-0005 神奈川県大和市西鶴間1-1-7 046-204-5190 https://ideguchi-naika.com/ × ○

内科
リウマチ科

アレルギー科
呼吸器内科

出口　治子

629
医療法人愛育こどもクリ

ニック
　242-0006 神奈川県大和市南林間２－１４－１３ 046-278-3221 http://www.aiiku-kodomo.com/ ○ ○ 小児科 門井　伸暁 なし

630 宮崎外科医院 242-0004 神奈川県大和市鶴間2-10-3 046-274-0263 × ○ 内科・皮膚科 宮崎和哉
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631 長田クリニック 242-0021 神奈川県大和市中央２−２−１ワイフロント２階 046-262-2500 https://www.osadacl.jp ○ ○ 内科小児科
  長田鉄也　　　
   猪飼英隆

長田クリニック（神奈川県大和市）

632
鶴間かねしろ内科クリ

ニック
242-0004

神奈川県大和市鶴間２－１－２４エスポルタビル
２F

046-271-7410 http ○ ○ 内科 〇倉　太郎

633 みひらクリニック 神奈川県大和市渋谷 046-201-2220 mihira-clinic.com ○ ○
内科
〇〇

三平　将彦

634 岡本整形外科 242-0021 神奈川県大和市中央５－６－２９ 046-262-2080 ○ ○ 整形外科 岡本　仁志 相模野中央病院

635
医療法人健脳会　たなか

クリニック
242-0028 神奈川県大和市桜森３－７－１８ 046-200-3322 http://www.zutsuu-tanaka.jp × ○

内科
脳神経外科

田中

636 加藤小児科医院 ２５０－０８５３ 神奈川県小田原市堀之内２１８－３ 0465-39-3301 http://katosyonika.com/ ○ ○
小児科　　　　
アレルギー科

加藤　正雄 小田原市立病院（神奈川県小田原市久野46番地）

637 藤沢病院 251-8530 神奈川県藤沢市小塚383番地 0466-23-2343 http://www.fhp.or.jp/ × 〇 精神科 主治医

638 いしい医院 210-0833 神奈川県川崎市川崎区桜本2-4-9 044-288-5320 http://www.medicalstudio.jp ● ● 内科・外科 石井貴士 総合川崎臨港病院　川崎市川崎区中島3-13-1

44 / 44 ページ

http://www.zutsuu-tanaka.jp/

