
たかはしﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石
川2-4-16-3F

045-530-5635 ○

(医)一誠会 福村内科 226-0002
神奈川県横浜市緑区東本郷
4-1-22

045-471-7766 ○

(医)一曜会 鴨居小児科内科医院 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居1-
3-13-107

045-935-3281 ○

(医)青葉会牧野記念病院 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居2-
21-11

045-933-4111 ○

みよしｸﾘﾆｯｸ 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居3-
1-6鴨居岩間ﾋﾞﾙ1F

045-929-3440 ○

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 ○

かもい整形外科内科 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居4-
3-15-104

045-932-4790 ○

(医)鴨居病院 226-0003
神奈川県横浜市緑区鴨居5-
27-10

045-933-1911 ○

(医)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 ○

(医)佳和会 芦野内科ｸﾘﾆｯｸ 226-0006
神奈川県横浜市緑区白山2-
3-11ｶｻﾍﾞﾙﾃﾞ横濱1F-2

045-937-2722 ○

中山駅南口内科ｸﾘﾆｯｸ 226-0011
神奈川県横浜市緑区中山町
157-14-2F

045-929-5557 ○

(医)研医会二宮整形外科 226-0011
神奈川県横浜市緑区中山町
219番地ﾙ･ﾁｰﾄﾋﾞﾙ203号

045-934-3434 ○

(医)英和会 坂本内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 226-0011
神奈川県横浜市緑区中山町
306ﾐﾖｼｽﾞｼｰﾄﾞﾋﾞﾙ402

045-935-7811 ○

有田医院 226-0013
神奈川県横浜市緑区寺山町
891F

045-931-1133 ○

田口ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 226-0014
神奈川県横浜市緑区台村町
177-1ﾌｫｰｻｲﾄ1F

045-932-0303 ○

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ﾌﾚﾝｽﾞﾅｶﾔﾏB-102

045-936-0034 ○

平本医院 226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘
1-24-3

045-923-0868 ○

ほんだｸﾘﾆｯｸ 226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘
3-2-9

045-920-0750 ○

白神医院 226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘
3-8-1

045-920-0881 ○

かたの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘
4-13-1

045-924-0560 ○

(医)研医会 霧が丘整形外科皮膚科 226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘
4-22-9

045-921-8989 ○

小林内科医院 226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘
5-25-6

045-922-1188 ○

みなみﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 226-0018
神奈川県横浜市緑区長津田
みなみ台1-1-5

045-482-7373 ○

やまがみ内科医院 226-0018
神奈川県横浜市緑区長津田
みなみ台1-5-23

045-988-2205 ○

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 ○

とおまﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 226-0019
神奈川県横浜市緑区中山1-
29-8

045-931-8111 ○
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(医)淳和会 楠原医院 226-0019
神奈川県横浜市緑区中山3-
34-38

045-933-2561 ○

横濱おなか診療所 226-0019
神奈川県横浜市緑区中山4-
1-8ﾊｲﾂ中山101-A

045-507-8715 ○

(医)宏仁会柴田整形外科 226-0019
神奈川県横浜市緑区中山町
306-1ﾐﾖｼｽﾞｼｰﾄﾞﾋﾞﾙ3F

045-935-3880 ○

(医)心叡会 さいとうｸﾘﾆｯｸ 226-0021
神奈川県横浜市緑区北八朔
町1208-1

045-932-6555 ○

岩波胃腸科外科医院 226-0022
神奈川県横浜市緑区青砥町
1122

045-932-3806 ○

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 ○

(医)三喜会 横浜新緑総合病院 226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市
場町1726-7

045-984-3003 ○

(医)敬愛会 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Ⅲ3F

045-981-2892 ○

山田ｸﾘﾆｯｸ 226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市
場町802-1田中ﾋﾞﾙ402

045-988-5752 ○

(医)健信会 田村内科ｸﾘﾆｯｸ 226-0025
神奈川県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 ○

夏目ｸﾘﾆｯｸ 226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市
場町819-3

045-984-2711 ○

(医)成幸会 高津内科医院 226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市
場町819-9ﾘﾄﾙﾊﾞﾚｰ101

045-989-3588 ○

いのうち内科ｸﾘﾆｯｸ 226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市
場町901-12

045-981-4513 ○

(財)横浜勤労者福祉協会 みどり野診療
所

226-0025
神奈川県横浜市緑区十日市
場町915-14

045-981-7222 ○

よしだ健康ｹｱｸﾘﾆｯｸ 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田
2-5-14

045-988-0775 ○

横浜ながつた内科･呼吸器ｸﾘﾆｯｸ 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田
4-11-14

045-989-5822 〇

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 〇

(社)日本厚生団長津田厚生総合病院 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田
4-23-1

045-981-1205 ○

長津田駅前胃腸内科 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田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 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田
5-4-1長津田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

045-988-2201 ○

しらはた胃腸肛門ｸﾘﾆｯｸ横浜 226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田
5-6-32

045-985-5550 ○

野村医院 226-0028
神奈川県横浜市緑区いぶき野
8-15

045-981-2568 ○

天王町ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 240-0003
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天
王町2-36-8ｼﾚｰﾅS 2F

045-442-6137 ○

楠ｸﾘﾆｯｸ 220-0003
神奈川県横浜市西区楠町14-
3ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ2F

045-290-7515 ○

有馬医院 220-0003
神奈川県横浜市西区楠町27-
2有馬ﾋﾞﾙ1階

045-311-0410 ○

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 ○
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善仁会 横浜西口ﾍﾙﾁｪｯｸｸﾘﾆｯｸ 220-0004
横浜市西区北幸1-11-15横浜
ＳＴビル３階

045-453-1150 ○ ○

横浜相鉄ﾋﾞﾙ内科医院 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-
11-5相鉄KSﾋﾞﾙ2F

045-311-3827 ○

前川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-
1-8ｴｷﾆｱ横浜8F

045-312-3568 ○

(医)宏徳会 徳井内科ｸﾘﾆｯｸ 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-
2-13横浜西共同ﾋﾞﾙ3F

045-410-0355 ○

久保ｸﾘﾆｯｸ 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-
5-15ﾌﾟﾚﾐｱ横浜西口ﾋﾞﾙ1F

045-316-2555 ○

秋月ﾘｳﾏﾁ科 220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-
20-24ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ横浜1階

045-290-6088 ○

内藤ｸﾘﾆｯｸ 220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-
20-2共栄ﾋﾞﾙ8F

045-316-8270 ○

柳川ﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-
21-5

045-311-3925 ○

三ﾂ沢ﾊｲﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 220-0006
神奈川県横浜市西区宮ｹ谷25-
2三ﾂ沢ﾊｲﾀｳﾝ1号棟111号

045-312-0290 ○

善仁会 ﾍﾙﾁｪｯｸﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ横浜ｸﾘﾆｯ
ｸ

220-0011
横浜市西区高島2-7-1ﾌｧｰｽﾄ
ﾌﾟﾚｲｽ横浜6Ｆ

045-450-6226 ○ ○

よこはま高島町ｸﾘﾆｯｸ 220-0011
神奈川県横浜市西区高島2-
10-32岡村ﾋﾞﾙ2F

045-444-1117 ○

(医)護惠会横浜循環器呼吸器内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

220-0011
神奈川県横浜市西区高島2-
14-17ｸﾚｱﾄｰﾙ横浜ﾋﾞﾙ3F

045-450-3330 ○

ｽｶｲﾋﾞﾙ内科 220-0011
神奈川県横浜市西区高島2-
19-12ｽｶｲﾋﾞﾙ21F

045-461-1603 ○

(医)相和会みなとみらいﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ 220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい3-6-3MMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F

045-228-2001 ○

MMﾃﾗｽｸﾘﾆｯｸ 220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-
6-2みなとみらいｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ2F

045-651-1112 ○

(医)MM会 みなとみらい内科ｸﾘﾆｯｸ 220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい4-7-1-2階G

045-641-0550 ○

(医)医誠会花咲町ﾌﾟﾗﾁﾅﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 220-0022
神奈川県横浜市西区花咲町6-
143横浜MIDﾍﾞｰｽｱﾈｯｸｽ2F

045-315-2705 ○

いちの内科ｸﾘﾆｯｸ 220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1-
2-12ｱﾏｯｸｽ横浜2F-B

045-314-1125 ○

(医)木曜社平沼ｸﾘﾆｯｸ 220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1-
32-13

045-323-2324 ○

(医)ｺﾝﾌｫｰﾄ･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

045-313-8080 ○ ○ ○

河村内科医院 220-0031
神奈川県横浜市西区宮崎町
45

045-231-0914 ○

(医)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 ○

(医)藤鈴会 鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 220-0042
神奈川県横浜市西区戸部町5
丁目204番地

045-231-3355 ○

(医)明和会亀田病院 220-0043
神奈川県横浜市西区御所山
町77

045-231-1881 ○

渡邊醫院 220-0046
神奈川県横浜市西区西戸部
町2-120

045-231-5618 ○

岡部医院 220-0051
神奈川県横浜市西区中央2-
19-15

045-321-5703 ○
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(医)博友会進藤医院 220-0051
神奈川県横浜市西区中央2-
36-7

045-321-5664 ○

富田内科ｸﾘﾆｯｸ 220-0053
神奈川県横浜市西区藤棚町
1-58-6

045-260-6313 ○

青木小児科医院 220-0054
神奈川県横浜市西区境之谷
73

045-231-4144 ○

(医)仁徳会生駒医院 220-0062
神奈川県横浜市西区東久保
町35-20

045-231-5921 ○

つるおかｸﾘﾆｯｸ 220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町
5-378-7

045-548-6601 ○

木村ｸﾘﾆｯｸ 220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町
5-380-1

045-311-5645 ○

(医)賢興会横浜岡野町ｸﾘﾆｯｸ 220-0073
神奈川県横浜市西区岡野1-14-
1 横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F

045-314-2311 ○

同仁堂田中医院 220-0073
神奈川県横浜市西区岡野1-
3-6

045-311-3974 ○

横浜血管ｸﾘﾆｯｸ 220-0073 
神奈川県横浜市西区岡野1-
14-1横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

045-534-8880 ○

ｸｲｰﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 220-6204
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-3-5ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰC棟4F

045-682-4123 ○

(医)ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ医院 220-8107
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1-702

045-222-5652 ○

(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 220-8107
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-2-1-7ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ7F

045-224-2111 ○

横浜ｴﾑｴﾑｸﾘﾆｯｸ 220-8401
神奈川県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 ○

(財)神奈川県警友会 けいゆう病院 220-8521
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい3-7-3

045-221-8291 ○

(医)にわﾒﾃﾞｨｶﾙにわﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 221-0001
神奈川県横浜市神奈川区西
寺尾1-28-1

045-401-1237 ○

原医院 221-0001
神奈川県横浜市神奈川区西
寺尾2-24-2

045-435-3199 ○

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4F

045-435-0113 ○

中村医院 221-0002
神奈川県横浜市神奈川区大
口通135-14

045-401-3140 ○

小野医院 221-0002
神奈川県横浜市神奈川区大
口通138-8ﾚｽﾎﾟﾜｰﾙ平塚201

045-439-4077 ○

大口さいとうｸﾘﾆｯｸ 221-0002
神奈川県横浜市神奈川区大
口通30-5鈴鹿ﾋﾞﾙ2F

045-431-7177 ○

くにひろｸﾘﾆｯｸ 221-0002
神奈川県横浜市神奈川区大
口通56-5

045-432-8877 ○

(医)ときわ会たかつか内科医院 221-0002
神奈川県横浜市神奈川区大
口通69-8

045-432-8382 ○

大口公園ｸﾘﾆｯｸ 221-0003
神奈川県横浜市神奈川区大
口仲町15-2

045-642-7249 ○

わたなべｸﾘﾆｯｸ 221-0013
神奈川県横浜市神奈川区新
子安1-22-11

045-438-3270 ○

(医)大恵会仁恵病院 221-0013
神奈川県横浜市神奈川区新
子安1-22-12

045-431-2020 ○

(医)賢興会ｵﾙﾄ横浜ｸﾘﾆｯｸ 221-0013
神奈川県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 ○

4/24ページ



令和元年度　特定健診・特定保健指導契約機関リスト（神奈川県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施
（実施しているものに○）

特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

(医)慈啓会大口東総合病院 221-0014
神奈川県横浜市神奈川区入
江2-19-1

045-401-2411 ○

(医)翠洋会長谷川医院 221-0015
神奈川県横浜市神奈川区神ﾉ
木町9-6

045-431-1020 ○

(医)俊陽会古川病院 221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子
安通2-286

045-441-3598 ○

杉田ｸﾘﾆｯｸ 221-0042
神奈川県横浜市神奈川区浦
島町4-1

045-450-5550 ○

(財)柿葉会神奈川診療所 221-0043
神奈川県横浜市神奈川区新
町15-6

045-441-0225 ○

さくまﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 221-0043
神奈川県横浜市神奈川区新
町21-8新町第1京急ﾋﾞﾙ2F

045-440-2855 ○

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 ○

井関医院 221-0052
神奈川県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ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ中崎ｸﾘﾆｯｸ 221-0055
神奈川県横浜市神奈川区大
野町1-25

045-450-7730 ○

医療法人社団相和会横浜ｿｰﾜｸﾘﾆｯｸ 221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金
港町3-1ｺﾝｶｰﾄﾞ横浜20F

045-461-1616 ○

(医)善仁会横浜東口ﾍﾙﾁｪｯｸｸﾘﾆｯｸ 221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金
港町6-20

045-453-1150 ○ ○

(医)善仁会横浜東口ﾍﾙﾁｪｯｸｸﾘﾆｯｸ 221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金
港町6-20

045-453-7797 ○

神奈川県勤労者医療生活協同組合港
町診療所

221-0056
神奈川県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 ○

今井医院 221-0057
神奈川県横浜市神奈川区青
木町5-12

045-441-2666 ○

あびこ消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0057
神奈川県横浜市神奈川区青
木町6-15

045-441-7701 ○

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 ○

末永ｸﾘﾆｯｸ 221-0061
神奈川県横浜市神奈川区七
島町128

045-401-1520 ○

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 ○

(医)長樹会杉浦内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0065
神奈川県横浜市神奈川区白楽
100-5白楽ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ3階

045-402-5650 ○

(医)中村医院 221-0065
神奈川県横浜市神奈川区白
楽121

045-432-1080 ○

(医)医積会ｺｼ産婦人科医院 221-0065
神奈川県横浜市神奈川区白
楽71-8

045-432-2525 ○

天野医院 221-0071
神奈川県横浜市神奈川区白
幡仲町3-34

045-433-2323 ○

(医)若梅会さかきばらｸﾘﾆｯｸ 221-0077
神奈川県横浜市神奈川区白
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 221-0801
神奈川県横浜市神奈川区神
大寺1-11-12ｺｽﾓ佐野1F

045-548-5166 〇

(医)清貴会斎田医院 221-0802
神奈川県横浜市神奈川区六
角橋1-4-3

045-432-2251 ○

(医)朝日会 朝日内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0802
神奈川県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 ○
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(医)MYｸﾘﾆｯｸ神戸医院 221-0802
神奈川県横浜市神奈川区六
角橋4-1-1

045-491-0137 ○

若倉診療所 221-0802
神奈川県横浜市神奈川区六
角橋6-30-17NSﾋﾞﾙ3階

045-491-0567 ○

藤江医院 221-0812
神奈川県横浜市神奈川区平
川町26-2

045-491-8578 ○

(医)村瀬ｸﾘﾆｯｸ 221-0822
神奈川県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 ○

まつしま内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0822
神奈川県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 ○

西神奈川ﾍﾙｽｹｱｸﾘﾆｯｸ 221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西
神奈川2-6-1

045-430-3530 ○

みついわｸﾘﾆｯｸ六角橋 221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈
川3丁目8番2号TMﾋﾞﾙ1F2F

045-947-3400 ○

(医)篤志会いわた内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0823
神奈川県横浜市神奈川区二ﾂ
谷町6-3雷鳴堂ﾋﾞﾙ2階

045-317-8166 ○

(社福)和枝福祉会 若草診療所 221-0825
神奈川県横浜市神奈川区反
町1-7-5

045-320-3231 ○

(医)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2F

045-321-2032 ○

(医)つくし会川久保診療所 221-0831
神奈川県横浜市神奈川区上
反町1-6-3

045-322-6110 ○

(医)桐藤会佐藤内科診療所 221-0832
神奈川県横浜市神奈川区桐
畑8-3

045-323-3870 ○

浜田内科 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴
屋町2-13-3渡辺ﾋﾞﾙ2F

045-324-4101 ○

(医)能勢ｸﾘﾆｯｸ 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴
屋町2-24-1谷川ﾋﾞﾙ3F

045-312-2323 ○

消化器内科横浜むらきｸﾘﾆｯｸ 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴
屋町2-26-4第3安田ﾋﾞﾙ1F

045-323-6611 ○

神奈川歯科大学附属 横浜ｸﾘﾆｯｸ 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴
屋町3-31-6

045-313-0007 ○

よぎｸﾘﾆｯｸ 221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴
屋町3-35-1NKﾃｸﾉﾋﾞﾙ2F

045-317-3808 〇

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 ○

いいじま内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0842
神奈川県横浜市神奈川区泉町2-
4YAOKAN CLINIC BLDG 2F

045-534-8044 ○

上田ｸﾘﾆｯｸ 221-0842
神奈川県横浜市神奈川区泉
町6-1中央ﾋﾞﾙ黒川2F

045-312-1212 ○

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 ○

井上医院 221-0852
神奈川県横浜市神奈川区三ﾂ
沢下町10-10

045-324-2228 ○

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

045-548-3163 ○

(医)にしかわ医院 221-0852
神奈川県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 ○

新横浜ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 221-0864
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町2628-4

045-474-5511 ○

(医)恵正会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

045-477-4022 ○
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西菅田ｸﾘﾆｯｸ 221-0864
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町488西菅田団地4-3-102

045-472-7711 ○

(医)廣風会 新横浜南ｸﾘﾆｯｸ 221-0864
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町656-1

045-478-3706 ○

牧ｸﾘﾆｯｸ 221-0865
神奈川県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 ○

福澤ｸﾘﾆｯｸ 221-0865
神奈川県横浜市神奈川区片
倉1-9-3まるあびる1F

045-488-5123 ○

いまに内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0865
神奈川県横浜市神奈川区片
倉2-1-21大石医療ﾋﾞﾙ2F

045-488-3737 ○

名倉内科ｸﾘﾆｯｸ 221-0865
神奈川県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 ○

これむら医院 221-0865
神奈川県横浜市神奈川区片
倉4-3-7

045-491-3491 ○

(社福)恩賜財団済生会神奈川県病院 221-8601
神奈川県横浜市神奈川区富
家町6-6

045-432-1117 ○

(医)三星会大倉山記念病院 222-0001
神奈川県横浜市港北区樽町
1-1-23

045-531-2546 ○

(医)碧仁会 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鈴木ﾋﾞﾙ2F

045-531-1116 ○

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

045-533-6260 ○

(医)三雄会 かとうｸﾘﾆｯｸ 222-0001
神奈川県横浜市港北区樽町
3-6-38りりあﾀｳﾝ2F

045-545-0222 ○

おおそねｸﾘﾆｯｸ 222-0002
神奈川県横浜市港北区師岡
町1148-11F

045-548-0707 ○

内科･外科ﾄﾚｯｻ診療所 222-0002
神奈川県横浜市港北区師岡
町700ﾄﾚｯｻ横浜南棟1F

045-545-1050 ○

もろおかｸﾘﾆｯｸ 222-0002
神奈川県横浜市港北区師岡
町908-3

045-531-1234 ○

大倉山診療所 222-0003
神奈川県横浜市港北区大曽
根1-17-3

045-531-4345 ○

(医)浅木ｸﾘﾆｯｸ 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名
1-4-2

045-401-8222 ○

(医)清水医院 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名
3-21-10

045-431-8425 ○

(医)五星会菊名記念病院 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名
4-4-27

045-402-7111 ○

八木ｸﾘﾆｯｸ 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名
6-12-12金子ﾋﾞﾙ301号室

045-423-2223 ○

菊名やまゆりｸﾘﾆｯｸ 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名
6-1-7鈴木ﾋﾞﾙ2F

045-834-8383 ○

医療法人社団 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 ○

(医)三正会露木ｸﾘﾆｯｸ 222-0012
神奈川県横浜市港北区富士
塚1-11-39

045-401-6633 ○

有馬医院 222-0012
神奈川県横浜市港北区富士
塚1-1-9

045-431-6565 ○

三橋整形外科 222-0013
神奈川県横浜市港北区錦が
丘16-16YKﾋﾞﾙ2F

045-439-5851 ○

菊名西口医院 222-0021
神奈川県横浜市港北区篠原
北1-3-33

045-401-6444 ○
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なのｸﾘﾆｯｸ 222-0023
神奈川県横浜市港北区仲手
原1-26-10

045-710-0045 ○

篠原Kｸﾘﾆｯｸ 222-0026
神奈川県横浜市港北区篠原
町1103ﾊﾟｲﾝﾌｧｰｽﾄ岸根公園

045-439-6336 ○

(医)桜敬会 太田整形外科 222-0026
神奈川県横浜市港北区篠原町
1129岸根公園駅前UUﾋﾞﾙ201

045-438-0530 ○

なみき内科ｸﾘﾆｯｸ 222-0026
神奈川県横浜市港北区篠原町
1129岸根公園駅前UUﾋﾞﾙ202

045-430-3005 ○

新横浜ﾌｫﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ 222-0026
神奈川県横浜市港北区篠原
町3014-2加祥ﾋﾞﾙ4A

045-438-3720 ○

(医)椎橋医院 222-0032
神奈川県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 222-0032
神奈川県横浜市港北区大豆
戸町212

045-421-5452 ○

西川ｸﾘﾆｯｸ 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-12-8扶桑電気ﾋﾞﾙ6階

045-534-8538 ○

新横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄ 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-5-11金子第一ﾋﾞﾙ4F

045-471-3855 ○ ○ ○

(医)慈友会 山田内科 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-6-23金子第2ﾋﾞﾙ12F

045-475-1580 ○

(医)佑希会 のぞみｸﾘﾆｯｸ 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横
浜3-20-3ﾘﾊﾞｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ501

045-470-7852 ○

新横浜整形外科ﾘｳﾏﾁ科 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-
6-4新横浜千歳観光ﾋﾞﾙ4F

045-548-3887 ○

(医)快晴会 北新横浜内科ｸﾘﾆｯｸ 222-0033
神奈川県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 ○

横浜市総合保健医療ｾﾝﾀｰ 222-0035
神奈川県横浜市港北区鳥山
町1735

045-475-0001 ○

小机診療所 222-0036
神奈川県横浜市港北区小机
町1451

045-471-9696 ○

こうの医院 222-0036
神奈川県横浜市港北区小机
町1489-1

045-470-7705 ○

横浜市ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ 222-0036
神奈川県横浜市港北区小机
町3302-5

045-477-5050 ○

大倉山内科ｸﾘﾆｯｸ 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山1-12-18F･ﾗﾎﾟｯｼｭ2F

045-543-8711 ○

(医)服部ｸﾘﾆｯｸ 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山1-28-3

045-545-0001 ○

大倉山こじまｸﾘﾆｯｸ 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山1-30-1ﾌﾟﾗｽﾊｳｽ2F

045-542-3535 ○

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 ○

柴田内科 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山3-26-6三保ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

045-547-2125 ○

大沼ｸﾘﾆｯｸ 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山3-3-32

045-547-5353 ○

大倉山ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山3-4-31ﾋﾙｽﾞｶﾓ1F

045-545-5251 ○

(医)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 ○

(医)幹仁会 横山ｸﾘﾆｯｸ 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山4-5-1101

045-531-1575 ○
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(医)健明会大倉山わきもと内科 222-0037
神奈川県横浜市港北区大倉
山5-25-19

045-717-6887 ○

村井医院 223-0051
神奈川県横浜市港北区箕輪
町2-3-7-107

045-563-1920 ○

(医)綱島鈴木整形外科 223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島
東1-10-7桐屋ﾋﾞﾙ2F

045-542-3355 ○

つなしま医院 223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島東1-
6-10 T'S BRIGHTIA綱島3F

045-531-1212 ○

佐々木消化器科･内科 223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島
東2-12-19福島ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

045-545-4588 ○

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 ○

ﾊｰﾄ内科ｸﾘﾆｯｸGeN 横浜綱島 223-0052
神奈川県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 ○

菜の花ｸﾘﾆｯｸ 223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島
西2-11-2-101

045-547-6812 ○

すがわら泌尿器科･内科 223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島
西2-16-19 第2吉田ﾋﾞﾙ2F

045-544-8222 ○

(医)由徳綱島ｸﾘﾆｯｸ 223-0053
神奈川県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2階

045-540-4887 ○

(医)健陽会えびすｸﾘﾆｯｸ 223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島
西2-7-2第7吉田ﾋﾞﾙ2F

045-546-8611 ○

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 綱島別所ﾌﾟﾗｻﾞ2階

045-545-0888 ○

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川野ﾋﾞﾙ3階

045-540-7900 ○

新吉田医院 223-0056
神奈川県横浜市港北区新吉
田町3622-3

045-593-0127 ○

かわのｸﾘﾆｯｸ 223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽
町1625

045-547-1155 ○

たかせ胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽町
1686-1ﾕｰﾑ･ﾆｭｰｳｨﾝｸﾞⅢ 3F

045-544-2139 ○

(医)YS会 本田泌尿器科内科医院 223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽
町1690-1ｸｵｰﾚ新羽201

045-531-3340 ○

おおすみ医院 223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽
町1719

045-717-7611 ○

新羽あらた内科ｸﾘﾆｯｸ 223-0057
神奈川県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 ○

(医)藤塚外科胃腸科 223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽
町2872

045-543-3781 ○

(医)南澤医院 223-0061
神奈川県横浜市港北区日吉
1-2-16

045-561-5413 ○

(医)健水会 総合健診ｸﾘﾆｯｸMEDOC 223-0061
神奈川県横浜市港北区日吉
2-9-3

045-565-0751 ○

(医)健水会
内藤外科胃腸科医院

223-0061
神奈川県横浜市港北区日吉
2-9-4

045-562-2856 ○

日吉慶友ｸﾘﾆｯｸ 223-0061
神奈川県横浜市港北区日吉
5-5-17

045-563-5111 ○

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 ○

日横ｸﾘﾆｯｸ 223-0062
神奈川県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 ○
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吉川内科･循環器科ｸﾘﾆｯｸ 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉
本町1-20-2吉川ﾋﾞﾙ1F

045-566-0151 ○

高見澤ｸﾘﾆｯｸ 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉
本町1-23-5

045-563-9586 ○

(医)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 ○

日吉内科 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町
1-8-3ﾋﾞｰﾊｲﾌﾞ細谷102号

045-566-2385 ○

青木内科ｸﾘﾆｯｸ 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉
本町2-4-10

045-562-9110 ○

(医)真和会 福田医院 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉
本町3-27-8

045-561-3773 ○

医療法人紀明会 まつみ医院 223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉
本町5-4-1

045-561-9300 ○

(医)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 ○

佐々木内科ｸﾘﾆｯｸ 223-0064
神奈川県横浜市港北区下田
町2-16-54

045-564-4776 ○

日吉おおつかｸﾘﾆｯｸ 223-0064
神奈川県横浜市港北区下田
町4-9-1

045-563-2291 ○

ｸﾞﾘｰﾝ高田駅前ｸﾘﾆｯｸ 223-0065
神奈川県横浜市港北区高田
東3丁目1-8

045-544-1117 ○

和光医院 223-0065
神奈川県横浜市港北区高田
東4-10-8

045-531-4372 ○

鈴木整形外科医院 223-0065
神奈川県横浜市港北区高田
東4-1-25

045-543-7110 ○

(医)すこやか高田中央病院 223-0066
神奈川県横浜市港北区高田
西2-6-5

045-592-5557 ○

しんぼこどものｸﾘﾆｯｸ 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川
1-10-33

045-913-0501 ○

(医)蓬莱 中川駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川1-
11-25ｼｰｱｲﾏﾝｼｮﾝ港北中川1F

045-910-5292 ○

みたに内科ｸﾘﾆｯｸ 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川
1-14-10ｵｰﾙﾒﾝﾋﾞﾙ1F

045-910-0933 ○

(医)仁徳会 上林ｸﾘﾆｯｸ 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川
1-15-8ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ中川203

045-912-0136 ○

かずき内科中川駅前ｸﾘﾆｯｸ 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川
1-19-23大久保第五ﾋﾞﾙ1F

045-914-4159 ○

山口医院 224-0001
神奈川県横浜市都筑区中川
1-5-9

045-912-2188 ○

(医)都筑会 つづきﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 224-0003
神奈川県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 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川
中央1-28-20CKﾋﾞﾙ2F

045-910-6222 ○

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1-28-20CKﾋﾞﾙ3F

045-914-6330 ○

ｾﾝﾀｰ北ﾕｱｸﾘﾆｯｸ 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川
中央1-29-24ｱﾋﾞﾃﾉｰﾙ3B

045-910-1313 ○

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ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ港北5階

045-911-5355 ○

ｾﾝﾀｰ北ねがみｸﾘﾆｯｸ 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川
中央1-33-19

045-911-7111 ○
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(医)真理恵会田中彰ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川
中央1-37-9TNKﾋﾞﾙ2F

045-914-6560 ○

(医)ｾﾝﾀｰ北伊藤内科 224-0003
神奈川県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 ○

ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川
中央1-39-44-203

045-913-1333 ○

片山ｸﾘﾆｯｸ 224-0006
神奈川県横浜市都筑区荏田
東3-6-4

045-941-6663 ○

弘中内科小児科 224-0006
神奈川県横浜市都筑区荏田
東3-6-7

045-941-6556 ○

(医)正友会 浜ｸﾘﾆｯｸ 224-0006
神奈川県横浜市都筑区荏田
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 224-0006
神奈川県横浜市都筑区荏田
東4-8-5ﾌﾟﾗｻﾞ都筑1F

045-948-3306 ○

小川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 224-0007
神奈川県横浜市都筑区荏田
南3-37-15-2F

045-943-6566 ○

(医)大野ｸﾘﾆｯｸ 224-0007
神奈川県横浜市都筑区荏田
南5-1-18ﾌﾟﾗｻﾞ志村102

045-942-7771 ○

(医)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 ○

すみれが丘ｸﾘﾆｯｸ 224-0013
神奈川県横浜市都筑区すみ
れが丘6-3

045-592-5050 ○

(医)創光会松浦内科 224-0021
神奈川県横浜市都筑区北山
田1-7-1ｿﾆｯｸｽ171-101

045-593-1166 ○

宮崎内科ｸﾘﾆｯｸ 224-0021
神奈川県横浜市都筑区北山
田1-9-3-1階D-E号室

045-590-0389 ○

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1F

045-719-7620 ○

(医)山下小児科ｸﾘﾆｯｸ 224-0021
神奈川県横浜市都筑区北山
田3-18-15

045-593-9770 ○

港北ｴﾇﾃｨｰｸﾘﾆｯｸ 224-0021
神奈川県横浜市都筑区北山
田7-12-20 KNTCﾋﾞﾙ2F

045-593-0505 ○

東山田ｸﾘﾆｯｸ 224-0024
神奈川県横浜市都筑区東山
田町281

045-591-4273 ○

水野ｸﾘﾆｯｸ 224-0026
神奈川県横浜市都筑区南山
田町4258

045-593-4040 ○

(医)岸胃腸科外科 224-0026
神奈川県横浜市都筑区南山
田町4614

045-592-6246 ○

港北ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ
224-0027

神奈川県横浜市都筑区大棚
町3001-8

045-595-2660 ○

(医)祐弘会南山田ｸﾘﾆｯｸ 224-0029
神奈川県横浜市都筑区南山
田2-18-2-1F

045-590-5766 ○

(医)おやま内科ｸﾘﾆｯｸ 224-0032
神奈川県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 224-0032
神奈川県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 ○

ただ内科 224-0032
神奈川県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 ○

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ｹ崎
中央6-1ｻｳｽｳｯﾄﾞ3階

045-507-7522 ○

ﾋﾟｭｱﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 224-0032
神奈川県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 ○
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ｾﾝﾀｰ南ｸﾘﾆｯｸ 224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎
中央8-36松本ﾋﾞﾙA-201

045-943-3700 ○

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 ○

(医)松井会松井ｸﾘﾆｯｸ 224-0034
神奈川県横浜市都筑区勝田
町324-3

045-591-2655 ○

田﨑医院 224-0035
神奈川県横浜市都筑区新栄
町14-1

045-592-8970 ○

桜並木医院 224-0037
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎
南2-11-2

045-947-1772 ○

(医)大山ｸﾘﾆｯｸ 224-0037
神奈川県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 224-0037
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎
南5-4-17

045-479-7046 ○

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ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ202

045-943-3377 ○

くまべ循環器科･内科ｸﾘﾆｯｸ 224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-
32-10 ｱｰﾍﾞｲﾝ仲町台101

045-948-5338 ○

都筑あずま内科ﾘｳﾏﾁ科 224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町
台2-9-12

045-943-0088 〇

(医)おおくぼ小児科 224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町
台5-2-11ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞS1F

045-941-2276 ○

(医)常盤会森田ｸﾘﾆｯｸ 224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町
台5-7-7ﾎﾞﾅｰｼﾞｭ横浜2階

045-942-0001 ○

(医)朝菊会ｸﾘﾆｯｸ池辺 224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺
町2218

045-941-1118 ○

ｻｲ･ｸﾘﾆｯｸ 224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺
町2443-1

045-933-1887 ○

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2F

045-929-3700 ○

山王ｸﾘﾆｯｸ 224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺
町4093

045-934-5121 ○

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 ○

佐江戸内科循環器科 224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江
戸町823-1ｻﾝｺｰﾄ中山101

045-350-8392 ○

林ｸﾘﾆｯｸ 224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和
町104大谷ﾋﾞﾙ1FA号

045-929-1198 ○

村上内科ｸﾘﾆｯｸ 224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和町1236-
1ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ川和WEST棟F1

045-929-0070 ○

(医)若葉会 つづき病院 224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和
町2674-83

045-941-3380 ○

(医)川和ｸﾘﾆｯｸ 224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和
町995-5

045-934-1114 ○

(医)田園会ﾃﾞﾝｴﾝｸﾘﾆｯｸ 224-0062
神奈川県横浜市都筑区葛が
谷10-8-1F

045-942-3939 ○

医療法人つばさ会 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 ○

いしわ内科･皮ﾌ科ｸﾘﾆｯｸ 224-0062
神奈川県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)斉木ｸﾘﾆｯｸ 224-0065
神奈川県横浜市都筑区高山
1-45沖商事ﾋﾞﾙ102号

045-941-0082 ○
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(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 225-0001
神奈川県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 225-0001
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘西2-6-3

045-909-0130 ○

美しが丘内科医院 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘1-10-13

045-901-2666 ○

うしく整形外科ｸﾘﾆｯｸ 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘1-13-1

045-904-6937 ○

一期一会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 ○

小澤ｸﾘﾆｯｸ 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘1-9-1平野ﾋﾞﾙ2F

045-902-1154 ○

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 KMﾋﾞﾙ2階

045-901-2232 ○

横浜青葉そけいﾍﾙﾆｱ･外科ｸﾘﾆｯｸ 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘2-14-4KMﾋﾞﾙ2階

045-500-9049 ○

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 ○

いとう横浜ｸﾘﾆｯｸ 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘2-17-2

045-902-9201 ○

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ﾄﾞﾑｽ有本101

045-901-6870 ○

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 ○

あざみ野ｸﾘﾆｯｸ 225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石
川1-14-6

045-901-6545 ○

新石川ｸﾘﾆｯｸ 225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石
川1-7-1

045-905-5266 ○

高田内科胃腸科医院 225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石
川2-15-11

045-901-2348 ○

とくうえ内科ｸﾘﾆｯｸ 225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石
川3-15-16TMIﾋﾞﾙ202

045-910-0115 ○

(医)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番地

045-901-0025 ○

よしむら内科ｸﾘﾆｯｸ 225-0005
神奈川県横浜市青葉区荏子
田1-3-3

045-902-1121 ○

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ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾋﾞﾙ2F

045-903-0033 ○

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 ○

柴田医院 225-0011
神奈川県横浜市青葉区あざみ
野1-31-1

045-904-5226 ○

横浜青葉脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 225-0011
神奈川県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 ○

横山内科･消化器科 225-0011
神奈川県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 ○

(医)緑十字ｸﾘﾆｯｸ 225-0011
神奈川県横浜市青葉区あざみ
野2-19-10

045-902-3220 ○

橋本内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 225-0011
神奈川県横浜市青葉区あざみ
野2-30あざみ野三規庭2F

045-905-2530 ○

(医)愛希会 あざみ野おさかべｸﾘﾆｯｸ 225-0011
神奈川県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 ○
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(医)健生会長浜医院 225-0011
神奈川県横浜市青葉区あざみ
野4-2-4ﾑ･ｳ21ﾋﾞﾙ

045-901-2525 ○

(医)明芳会 江田記念病院 225-0012
神奈川県横浜市青葉区あざみ
野南1-1

045-912-0111 ○

荘太郎ｸﾘﾆｯｸ 225-0012
神奈川県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 ○

(医)武田ｸﾘﾆｯｸ 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
野南2-14-4

045-509-1024 〇

あいｸﾘﾆｯｸ 225-0012
神奈川県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 225-0012
神奈川県横浜市青葉区あざみ
野南4-5-1

045-911-1115 ○

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 ○

(医)明芳会 横浜新都市脳神経外科病
院

225-0013
神奈川県横浜市青葉区荏田
町433

045-911-2011 ○

徳岡ｸﾘﾆｯｸ 225-0013
神奈川県横浜市青葉区荏田
町477

045-911-6000 ○

むらたｸﾘﾆｯｸ 225-0014
神奈川県横浜市青葉区荏田
西2-14-5

045-910-6652 ○

ありがｸﾘﾆｯｸ 225-0014
神奈川県横浜市青葉区荏田
西5-7-11

045-482-4258 ○

あおば江田ｸﾘﾆｯｸ 225-0015
神奈川県横浜市青葉区荏田
北3-7-35SKﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F

045-914-0051 ○

河合医院 225-0021
神奈川県横浜市青葉区すすき
野2-6-12

045-902-5001 ○

(医)嶮山ｸﾘﾆｯｸ 225-0021
神奈川県横浜市青葉区すすき
野3-1-10

045-901-7766 ○

ﾋﾟｰｽﾌﾙｸﾘﾆｯｸ消化器科･内科 225-0021
神奈川県横浜市青葉区すすき
野3-2-13

045-909-5517 ○

ﾒﾃﾞ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

045-978-0455 ○

きくち内科 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市が
尾町1167-1

045-532-5941 ○

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ヶ尾
町1062-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ森1F

045-971-3010 ○

市が尾ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾
町1063-3 ヴｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ201

045-978-6678 ○

(医)吉田会 吉田内科ｸﾘﾆｯｸ 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾
町1075-1

045-972-7711 ○

(医)杉原ｸﾘﾆｯｸ 225-0024
神奈川県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 ○

永楽整形外科ﾘｳﾏﾁ科 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾
町1169-9

045-971-1114 ○

(医)成仁会市ヶ尾病院 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾
町23-1

045-511-7811 ○

内野医院 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾
町330

045-971-1048 ○

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東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ市ヶ尾南101

045-978-1166 ○

(医)薫花会 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 ○

14/24ページ



令和元年度　特定健診・特定保健指導契約機関リスト（神奈川県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施
（実施しているものに○）

特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

ﾃﾗｽ内科ｸﾘﾆｯｸ 225-8530
神奈川県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 〇

なるみや内科 227-0033
神奈川県横浜市青葉区鴨志
田町509-1中谷都第3ﾋﾞﾙ2F

045-962-7219 ○

桂台内科ｸﾘﾆｯｸ 227-0034
神奈川県横浜市青葉区桂台
1-21-61F

045-960-3877 ○

渡辺医院 227-0036
神奈川県横浜市青葉区奈良
町1670-44

045-962-8126 ○

林内科医院 227-0036
神奈川県横浜市青葉区奈良
町1670-79

045-962-8377 ○

緑協和病院 227-0036
神奈川県横浜市青葉区奈良
町1802

045-962-6666 ○

学園奈良医院 227-0036
神奈川県横浜市青葉区奈良
町2762-142

045-962-8512 ○

(医)慶萩会おかｸﾘﾆｯｸ 227-0036
神奈川県横浜市青葉区奈良
町2913-1-107

045-960-6066 ○

あおばｸﾘﾆｯｸ 227-0038
神奈川県横浜市青葉区奈良
1-18-1ｱｺﾞｰﾗ201

045-962-1111 ○

(医)善岳会 こどもの国安西ｸﾘﾆｯｸ 227-0038
神奈川県横浜市青葉区奈良
1-3-5こどもの国KSﾋﾞﾙ1階

045-960-5655 ○

(医)咲月会ｻﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ青葉 227-0038
神奈川県横浜市青葉区奈良4-6-
15わかたけの杜ｸﾘﾆｯｸ棟

045-960-5810 〇

ふじた内科こども医院 227-0041
神奈川県横浜市青葉区上谷
本町723-1

045-979-2868 ○

上條整形外科皮膚科医院 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘1-14-72

045-973-1567 ○

ﾑﾗﾔﾏ内科ｸﾘﾆｯｸ 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘1-28-17T-BOX藤が丘3F

045-978-5152 ○

さとう内科ｸﾘﾆｯｸ 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘1-28-20ﾌｧﾐｰﾕ2F

045-532-4238 ○ ○ ○

はなわ小児科内科ｸﾘﾆｯｸ 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘1-28-3ｳｲｽﾀﾘｱ28 2F

045-972-1515 ○

荻原医院 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘1-44-8

045-973-3399 ○

山本内科循環器医院 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘2-19-1-1A

045-971-6088 ○

大越ｸﾘﾆｯｸ 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘2-4-3藤が丘会館3F

045-978-5511 ○

(医)後藤会 藤が丘南口ｸﾘﾆｯｸ 227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が
丘2-5-5　F･GARE3F

045-973-0551 ○

若草台内科眼科外科ｸﾘﾆｯｸ 227-0045
神奈川県横浜市青葉区若草
台4-16

045-960-3301 ○

(医)一成会たちばな台ｸﾘﾆｯｸ 227-0046
神奈川県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 227-0047
神奈川県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 227-0047
神奈川県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 227-0052
神奈川県横浜市青葉区梅が
丘9-6

045-971-6274 ○

(医)芳明会あおば胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 227-0054
神奈川県横浜市青葉区しらとり
台2-10ﾌｼﾞｶﾋﾞﾙ1F

045-982-5080 ○
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つつじが丘診療所 227-0055
神奈川県横浜市青葉区つつじ
が丘11-4

045-981-3115 ○

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 ○

岩谷産婦人科医院 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉
台1-13-11

045-981-3211 ○

横浜青葉台ｸﾘﾆｯｸ 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉
台1-19-35

045-988-0631 ○

清水内科医院 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉
台1-28-2

045-981-7231 ○

ﾘﾑｸﾘﾆｯｸ 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉
台1-29-2ﾙﾌﾟﾙﾐｴ2F

045-983-5600 ○

中山医院 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉
台1-6-13

045-983-3621 ○

白鳥整形外科 227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉
台2-9-10第3ﾌｼﾞﾓﾄﾋﾞﾙ3階

045-982-7090 ○

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 ○

いまむらﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 227-0063
神奈川県横浜市青葉区榎が
丘1-5青木ﾋﾞﾙ4階

045-984-3053 ○

田奈駅前ことり内科 227-0064
神奈川県横浜市青葉区田奈
町15-4田奈駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

045-532-9368 ○

(医)川瀬医院 227-0064
神奈川県横浜市青葉区田奈
町45-6

045-981-3111 ○

(医)染谷医院 227-0064
神奈川県横浜市青葉区田奈
町77-66

045-984-1100 ○

池田医院 227-0065
神奈川県横浜市青葉区恩田
町3032-12

045-982-2525 ○

(医)聖和会 横田内科ｸﾘﾆｯｸ 227-0067
神奈川県横浜市青葉区松風
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 227-0067
神奈川県横浜市青葉区松風
台13-5ﾗｲﾑﾗｲﾄ松風台3-1F

045-989-1611 ○

(財)横浜勤労者福祉協会 汐田総合病
院

230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
1-6-20

045-574-1011 ○

(財)横浜勤労者福祉協会 汐田総合病
院

230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
1-6-20

045-574-1369 ○

尻手診療所 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
2-13-5

045-572-1221 ○

林医院 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
2-14-7

045-575-2116 ○

尻手ｸﾘﾆｯｸ 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
3-5-4-106

045-573-0775 ○

須田診療所 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
4-33-10

045-574-2021 〇

(医)南武ｸﾘﾆｯｸ 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
4-7-21-401

045-571-8806 ○

(医)桜英会さくら診療所 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
5-4-34

045-581-6070 ○

安藤内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
5-5-15

045-573-3651 ○

神内科 230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向
5-9-23健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

045-580-2233 ○
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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 ○

(財)横浜勤労者福祉協会梶山診療所 230-0011
神奈川県横浜市鶴見区上末
吉5-22-16

045-582-0123 ○

(医)育成社佐々木病院 230-0012
神奈川県横浜市鶴見区下末
吉1-13-8

045-581-3123 ○

(医)かがやき小菅医院 230-0012
神奈川県横浜市鶴見区下末
吉1-21-22

045-571-4356 ○

つるみｸﾛｰﾊﾞｰｸﾘﾆｯｸ 230-0012
神奈川県横浜市鶴見区下末吉6-3-
25ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ三ｯ池公園102

045-572-1900 ○

(医)朋山会 山田医院 230-0015
神奈川県横浜市鶴見区寺谷
1-3-2-1F

045-581-3387 〇

橋爪医院 230-0015
神奈川県横浜市鶴見区寺谷
2-13-7

045-581-3064 ○

橋本ｸﾘﾆｯｸ 230-0015
神奈川県横浜市鶴見区寺谷
2-6-16

045-581-7700 ○

北台診療所 230-0016
神奈川県横浜市鶴見区東寺
尾北台7-8

045-581-2144 ○

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 ○

(医)慶進会慶宮医院 230-0023
神奈川県横浜市鶴見区市場
西中町2-2

045-501-5361 ○

(医)畑医院 230-0023
神奈川県横浜市鶴見区市場
西中町6-23

045-501-2019 ○

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 ○

(医)崇英会冨士見ｸﾘﾆｯｸ 230-0026
神奈川県横浜市鶴見区市場
富士見町8-8

045-511-0243 ○

はしづめｸﾘﾆｯｸ 230-0031
神奈川県横浜市鶴見区平安
町1-36-2

045-500-2133 ○

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 ○

きむら記念ｸﾘﾆｯｸ 230-0037
神奈川県横浜市鶴見区向井
町3-76-10

045-501-7400 ○

(医)北ｸﾘﾆｯｸ 230-0038
神奈川県横浜市鶴見区栄町
通3-35-10

045-501-8575 ○

渡辺医院 230-0041
神奈川県横浜市鶴見区潮田
町3-133-2

045-501-6457 ○

森山病院 230-0041
神奈川県横浜市鶴見区潮田
町3-145-4

045-501-1479 ○

稲森医院 230-0042
神奈川県横浜市鶴見区仲通り
1-58-7

045-501-3537 ○

(財)横浜勤労者福祉協会うしおだ診療
所

230-0048
神奈川県横浜市鶴見区本町
通1-16-1

045-521-5147 ○

蘇内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0048
神奈川県横浜市鶴見区本町
通1-6

045-508-1871 ○

鶴見東口やはらｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
1-19-4ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD鶴見2F

045-642-3710 〇

医療法人秋陽記念会 あしほ総合ｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央3-10

045-508-3611 ○

(医)健人会鶴見中央ｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央3-1-27-101

045-506-5554 ○
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(医)渡部ｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
3-19-11ｺｺﾌｧﾝ横浜鶴見1F

045-506-3657 ○

早苗ｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央4-1-3矢上屋ﾋﾞﾙ4F

045-501-1070 ○

(医)衆和會 さなだ医院 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央4-2-3

045-501-1117 ○

関根内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央4-32-19-4F

045-501-2424 ○

(医)友輝会ひのわｸﾘﾆｯｸ鶴見 230-0051
神奈川県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 ○

鶴見循環器ｸﾘﾆｯｸ 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央5-4-10ﾍﾞﾙｽﾍﾞｲｻｲﾄﾞ1F

045-508-5781 ○

生麦病院 230-0052
神奈川県横浜市鶴見区生麦
1-14-21

045-521-1191 ○

坂本ｸﾘﾆｯｸ 230-0052
神奈川県横浜市鶴見区生麦
5-6-2

045-505-0347 ○

(医)真善会 石井医院 230-0052
神奈川県横浜市鶴見区生麦
5-8-44

045-501-5531 ○

(医)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 ○

矢野医院 230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡
町13-36

045-583-5281 ○

(医)福寿会福田記念本宮眼科内科医院 230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡
町17-19大倉ﾋﾞﾙ2F

045-581-4489 ○

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

045-581-6791 ○

くらた内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡
町2-3 豊岡ﾌｰｶﾞ3ﾋﾞﾙ505

045-576-3370 ○

宮下ｸﾘﾆｯｸ 230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡
町3-17朝日生命ﾋﾞﾙ4階

045-580-1231 ○

(医)銀杏会 小出内科･胃腸科 230-0063
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
1-11-17ﾍﾞﾙｼｬﾑTOK1階

045-584-8733 ○

(医)望星会鶴見西口病院 230-0063
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
1-12-31

045-581-2573 〇

恵愛内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0071
神奈川県横浜市鶴見区駒岡
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 230-0071
神奈川県横浜市鶴見区駒岡
4-18-20

045-573-7191 ○

(医)宮川医院 230-0074
神奈川県横浜市鶴見区北寺
尾6-7-19

045-585-5505 ○

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 ○

(医)一灯会ｸﾘﾆｯｸ寺尾 230-0076
神奈川県横浜市鶴見区馬場
4-40-12

045-571-0792 ○

(医)古賀ｸﾘﾆｯｸ 230-0076
神奈川県横浜市鶴見区馬場
7-30-1

045-582-0261 ○

こばやし内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺
尾1-3-12-2F

045-834-8735 〇

(医)慶進会東寺尾第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 ○

松澤内科･糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺
尾4-16-19

045-571-0281 ○
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(医)康心会ふれあい鶴見ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺
尾4-4-22

045-586-1717 ○

飯山医院 230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺
尾5-3-12

045-582-9755 ○

(医)鶴昭会山崎医院 230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺
尾6-32-15

045-581-4003 ○

天野ｸﾘﾆｯｸ 230-0078
神奈川県横浜市鶴見区岸谷
1-17-7

045-581-0082 ○

ほほえみ内科ｸﾘﾆｯｸ 230-0078
神奈川県横浜市鶴見区岸谷
1-22-22ﾙﾐｴｰﾙ大谷1F

045-580-0030 〇

おやま内科消化器内科 240-0002
神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田
町1-5-10高梨医療ﾋﾞﾙ2F

045-340-1351 ○

医療法人社団健友会ﾗｲｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

240-0003
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-
1-8ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ天王町第2-103号

045-335-1102 ○

おおこうちｸﾘﾆｯｸ 240-0003
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王
町1-19-4ﾙﾐｴｰﾙ天王町1F

045-333-5070 ○

いきいき杉山ｸﾘﾆｯｸ 240-0003
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天
王町1-27-7大岸ﾋﾞﾙ1F

045-340-2755 ○

丸山医院 240-0003
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王
町2-42-2天王町団地3‐102

045-335-6799 ○

(財)神奈川県労働衛生福祉協会診療所 240-0003
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天
王町2-44-9

045-333-8711 ○ ○ ○

(医)愛政会宮川内科小児科医院 240-0004
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
間町1-4-1

045-331-2478 ○

(医)大和田医院 240-0004
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
間町2-144

045-331-0037 ○

(医)星川ひろｸﾘﾆｯｸ 240-0006
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
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 240-0006
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
川1-15-20

045-341-2231 ○

小泉ｸﾘﾆｯｸ 240-0006
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
川1-4-5-1F

045-331-3325 ○

星川内科外科 240-0006
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
川2-4-1星川SFﾋﾞﾙ2F

045-342-0086 ○

星川内科外科ｸﾘﾆｯｸ 240-0006
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
川2-4-1星川SFﾋﾞﾙ3F

045-336-2662 ○

(医)藤沢ｸﾘﾆｯｸ 240-0006
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
川3-8-1

045-334-5540 ○

(医)せいれい会 あだち小児科 240-0013
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷
子町1-14

045-333-0810 ○

足立医院 240-0013
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷
子町1-16

045-331-7233 ○

保土ヶ谷あだちｸﾘﾆｯｸ 240-0013
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷
子町1-17YGY203

045-334-1122 ○

ﾀｶｵﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 240-0013
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷
子町2-85天下堂ﾋﾞﾙ

045-331-3406 ○

街のｸﾘﾆｯｸ 240-0015
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
崎町6-1

045-331-3500 ○

保土ｹ谷橋ｸﾘﾆｯｸ 240-0021
神奈川県横浜市保土ヶ谷区保
土ヶ谷町1-27

045-710-5520 ○

保土ｹ谷ｸﾘﾆｯｸ 240-0023
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
井町11

045-331-5941 ○
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(財)横浜勤労者福祉協会 清水ｹ丘ｾﾂﾙ
ﾒﾝﾄ診療所

240-0023
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
井町222-1

045-712-3521 ○

(財)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 ○

冠木小児科 240-0025
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩
場町464

045-731-6996 ○

川村ｸﾘﾆｯｸ 240-0026
神奈川県横浜市保土ヶ谷区権
太坂1-52-14

045-742-1010 ○

権太坂ｸﾘﾆｯｸ 240-0026
神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太
坂3-1-1権太坂ｽｸｴｱA棟2階

045-722-3053 ○

関小児科医院 240-0035
神奈川県横浜市保土ヶ谷区今
井町69

045-351-5868 ○

新桜ｸﾘﾆｯｸ 240-0036
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
新桜ヶ丘2-24-12-2F

045-352-4482 ○

砂川医院 240-0036
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
桜ヶ丘1-26-16

045-351-3111 ○

ひろた胃腸内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 240-0036
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
桜ヶ丘2-34-18

045-355-6550 〇

東川島診療所 240-0041
神奈川県横浜市保土ヶ谷区東
川島町15-6

045-373-9899 ○

(医)誠和会古川医院 240-0041
神奈川県横浜市保土ヶ谷区東
川島町20-19

045-381-0604 ○

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 ○

篠崎医院 240-0042
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上
星川3-15-5

045-371-0038 ○

三省堂内科ｸﾘﾆｯｸ 240-0043
神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂
本町68-19ﾊｲﾂｼｬﾑ1F

045-340-1815 ○

(医)くぬぎ台診療所 240-0045
神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島
町1404くぬぎ台団地1‐5‐104

045-371-5278 ○

中谷医院 240-0045
神奈川県横浜市保土ヶ谷区川
島町1485

045-373-5820 ○

北原医院 240-0051
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上
菅田町59

045-381-1622 ○

(医)永樹会上菅田医院 240-0051
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上
菅田町951-36

045-381-7360 ○

(医)敬歯会けいあいｸﾘﾆｯｸ 240-0052
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西
谷町1018-2

045-370-5361 ○

くろだ内科医院 240-0052
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西
谷町1055-1

045-370-1101 ○

(医)大志会小川内科ｸﾘﾆｯｸ 240-0052
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西
谷町747

045-371-3014 ○

(医)浅野医院 240-0052
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西
谷町866

045-371-3018 ○

(医)松山会ﾗｲﾌﾓｱｸﾘﾆｯｸ 240-0053
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
井町291-1

045-374-2001 ○

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

045-372-3131 ○

藤田医院 240-0053
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
井町465-1

045-381-0480 ○

(医)晃徳会横山医院 240-0064
神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰
岡町2-118

045-331-3296 ○
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中村内科ｸﾘﾆｯｸ 240-0065
神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-
11-17ｺｰﾄﾘｰﾊｳｽ横浜和田町1F-101

045-340-3223 ○

船員保険健康管理ｾﾝﾀｰ 240-0066
神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜
台町43-2

045-342-0025 ○ ○

船員保険健康管理ｾﾝﾀｰ 240-0066
神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜
台町43-2

045-335-2261 ○

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 ○

(医)伊純会診療所ｽｶｲ 240-0067
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常
磐町84-2

045-348-2306 ○

聖隷横浜病院 240-8521
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
井町215

045-715-3111 ○ ○ ○

横浜保土ヶ谷中央病院 240-8585
神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜
台町43-1

045-331-1251 ○ ○ ○

(医)和田胃腸科外科医院 241-0001
神奈川県横浜市旭区上白根
町849-3

045-951-1893 ○

ひかりが丘内科･在宅ｸﾘﾆｯｸ 241-0001
神奈川県横浜市旭区上白根
町891-18-7-101

045-489-9696 ○

(医)秀悠会 きくち医院 241-0002
神奈川県横浜市旭区上白根
1-8-9

045-954-3234 ○

(医)恵生会上白根病院 241-0002
神奈川県横浜市旭区上白根
2-65-1

045-951-3221 ○

髙橋内科ｸﾘﾆｯｸ 241-0004
神奈川県横浜市旭区中白根
2-50-15

045-958-1055 ○

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 ○

えひら胃腸科･内科 241-0005
神奈川県横浜市旭区白根3-
15-7

045-951-3811 ○

はしば内科ｸﾘﾆｯｸ 241-0005
神奈川県横浜市旭区白根5-
12-10安藤ﾋﾞﾙ2F

045-958-2750 ○

石田ｸﾘﾆｯｸ 241-0005
神奈川県横浜市旭区白根6-
1-3

045-953-3308 ○

(医)順正会横浜鶴ヶ峰病院 241-0011
神奈川県横浜市旭区川島町
1764

045-372-0213 ○ ○

(医)順正会横浜鶴ヶ峰病院 241-0011
神奈川県横浜市旭区川島町
1764

045-370-5270 ○

片桐ｸﾘﾆｯｸ 241-0011
神奈川県横浜市旭区川島町
3050-9

045-383-6761 ○

医療法人財団石心会 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 ○

(医)大塚ｸﾘﾆｯｸ 241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町
995-11

045-355-5377 ○

鶴ヶ峰診療所 241-0021
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本
町1-38-7

045-951-2354 ○

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大岡ﾋﾞﾙ3F

045-370-6255 ○

かわくぼ内科循環器科 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-
22-3

045-373-6041 ○

鶴ヶ峰中央医院 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-
26

045-373-6557 ○

川本胃腸科･外科 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-
21-32

045-371-2268 ○
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たいｸﾘﾆｯｸ 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-
5-2

045-350-7770 ○

(医)村岡医院 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-
73

045-373-0373 ○

横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療ｸﾘﾆｯｸ 241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-
82-1ｺｺﾛｯﾄ鶴ヶ峰5F

045-371-0089 ○

(医)みさとまこと会あさひ本宿ｸﾘﾆｯｸ 241-0023
神奈川県横浜市旭区本宿町
90-30

045-360-8681 〇

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 ○

大川内科ｸﾘﾆｯｸ 241-0031
神奈川県横浜市旭区今宿西
町285

045-951-2321 ○

若葉台診療所 241-0801
神奈川県横浜市旭区若葉台
1-3-115

045-921-1300 ○

(医)明珠会若葉台ｸﾘﾆｯｸ 241-0801
神奈川県横浜市旭区若葉台
1-3-116

045-921-3700 ○

222内科ｸﾘﾆｯｸ 241-0801
神奈川県横浜市旭区若葉台
2-22-105

045-924-6200 ○

(医)明芳会 横浜旭中央総合病院 241-0801
神奈川県横浜市旭区若葉台
4-20-1

045-921-6111 ○ ○ ○

横浜りゅうｸﾘﾆｯｸ 241-0805
神奈川県横浜市旭区都岡町
20-12ﾏﾝｼｮﾝﾚｵ1F

045-953-8080 ○

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 ○

たまがわｸﾘﾆｯｸ 241-0814
神奈川県横浜市旭区中沢1-
46-7二俣川ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ3F

045-365-6677 ○

安部医院 241-0814
神奈川県横浜市旭区中沢2-
37-2

045-364-2281 ○

(医)肥後ｸﾘﾆｯｸ肥後ｸﾘﾆｯｸ 241-0814
神奈川県横浜市旭区中沢2-
38-5

045-366-2118 ○

(医)緑樹会 小柳内科ｸﾘﾆｯｸ 241-0816
神奈川県横浜市旭区笹野台
1-20-12

045-391-0121 ○

(医)笹野台内科 241-0816
神奈川県横浜市旭区笹野台
1-56-2

045-363-5550 ○

つくしｸﾘﾆｯｸ 241-0817
神奈川県横浜市旭区今宿2-
63-14

045-360-0028 ○

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 ○

(医)米国会 古荘ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
1-45-43

045-366-3231 ○

(医)松井内科医院 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
1-5-38FSﾋﾞﾙ5F

045-365-2200 ○

あららぎ内科ｸﾘﾆｯｸ 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
2-22-1ｳｲｽﾃｰﾘｱ二俣川1F

045-360-1767 ○

(医)一色外科胃腸科医院 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
2-32

045-391-0166 ○

あさひ脳神経内科･精神科ｸﾘﾆｯｸ 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
2-50-14ｺﾌﾟﾚ二俣川7F

045-366-7881 ○

あわや循環器内科 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
2-50-14ｺﾌﾟﾚ二俣川8F

045-360-0322 ○

(医)たらお内科 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
2-58-6大洋ﾋﾞﾙ3階

045-360-6501 ○
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小関産婦人科医院 241-0821
神奈川県横浜市旭区二俣川
2-62-7

045-363-0660 ○

三井内科医院 241-0823
神奈川県横浜市旭区善部町
46-48

045-363-0339 ○

雨宮内科医院 241-0824
神奈川県横浜市旭区南希望
が丘53-10

045-365-2220 ○

飛田医院 241-0824
神奈川県横浜市旭区南希望
が丘82-12

045-362-6166 ○

ｵｶﾀﾞ外科医院 241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望
が丘111

045-391-0456 ○

希望ｹ丘駅前ｸﾘﾆｯｸ 241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望
が丘131-5

045-367-2233 ○

医療法人漸進会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第2山西ﾋﾞﾙ1階

045-360-7070 ○

希望ヶ丘しまや内科 241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望ヶ
丘198-21八ﾂ橋ﾊｲﾂ101

045-362-1611 〇

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 ○

(医)梅澤医院 241-0826
神奈川県横浜市旭区東希望
が丘81

045-363-5000 ○

(医)豊医会 左近山中央診療所 241-0831
神奈川県横浜市旭区左近山
16-1左近山団地1-35-102

045-351-4011 ○

南本宿診療所 241-0833
神奈川県横浜市旭区南本宿
町36-9

045-744-8111 ○

黒田医院 241-0835
神奈川県横浜市旭区柏町47-
11

045-364-9772 ○

(医)柏町整形外科 241-0835
神奈川県横浜市旭区柏町47-
16

045-364-3211 ○

(医)邦生会簡野ｸﾘﾆｯｸ 241-0835
神奈川県横浜市旭区柏町53-
8

045-363-8721 ○

(医)想愛会 ｻﾝｸﾘﾆｯｸ 241-0835
神奈川県横浜市旭区柏町97-
8

045-366-6822 ○

井上医院 241-0836
神奈川県横浜市旭区万騎が
原104-11

045-391-1606 ○

日本健康倶楽部横浜支部診療所 246-0003 横浜市瀬谷区瀬谷 045-303-9622 ○ ○

(医)公朋会 輝の杜ｸﾘﾆｯｸ 246-0008
神奈川県横浜市瀬谷区五貫
目町10-382F

045-920-0761 ○

(医)弘和会 江原医院 246-0013
神奈川県横浜市瀬谷区相沢
7-59-1

045-301-1218 ○

せやｸﾘﾆｯｸ 246-0014
神奈川県横浜市瀬谷区中央
1-6第五白鳳ﾋﾞﾙ2F

045-301-2528 ○

稲葉内科ｸﾘﾆｯｸ 246-0014
神奈川県横浜市瀬谷区中央
19-5

045-303-5616 ○

(医)鵬友会本郷ｸﾘﾆｯｸ 246-0015
神奈川県横浜市瀬谷区本郷
3-20-21

045-304-2017 ○

ひらの内科ｸﾘﾆｯｸ 246-0021
神奈川県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 246-0021
神奈川県横浜市瀬谷区二ﾂ橋
町489-45

045-360-8183 〇

(医)五十嵐外科胃腸科医院 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境
110-2

045-362-5668 ○
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田村医院 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境
16-6

045-391-0025 ○

木我内科ｸﾘﾆｯｸ 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境
1-9

045-363-0655 ○

三ﾂ境ﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ渡部内科 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境
2-1三ﾂ境相鉄ﾗｲﾌB棟

045-360-3558 ○

(医)愛生会三ﾂ境病院 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境
23-8

045-391-0006 ○

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ﾋﾞﾙ2階

045-360-0230 〇

三ﾂ境ｸﾘﾆｯｸ 246-0022
神奈川県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)北井ｸﾘﾆｯｸ 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境
98-1

045-362-8181 ○

かやま内科ｸﾘﾆｯｸ 246-0025
神奈川県横浜市瀬谷区阿久
和西3-1-13

045-360-7700 ○

(医)社団哺育会横浜相原病院 246-0026
神奈川県横浜市瀬谷区阿久
和南2-3-12

045-362-7111 ○

わたなべﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
1-23-4Yﾋﾞﾙ1F

045-342-7747 ○

(医)美里会瀬谷ふたつ橋病院 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
1-29-1

045-303-1151 〇

福田医院 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
4-12-21

045-302-5711 ○

安達産婦人科医院 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
4-24-4

045-301-0539 ○

(医)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 ○

田川ｸﾘﾆｯｸ 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
4-43-1

045-304-1194 ○

(医)大空会瀬谷医院 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
4-8-8

045-303-1191 ○

戸塚内科小児科医院 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
5-14-10ﾊｲﾑ芝本101号

045-301-0171 ○

(医)熊京会 天野内科胃腸科外科医院 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷
5-14-3

045-301-0322 ○

(医)九成会武岡ｸﾘﾆｯｸ 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷5-2-
1ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞⅣ103,104号室

045-300-5012 〇

(医)聖陵会 及川胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ 246-0032
神奈川県横浜市瀬谷区南台
1-30-11

045-302-8012 ○

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 ○

河田医院 246-0034
神奈川県横浜市瀬谷区南瀬
谷1-2-8

045-301-2751 ○

ひなたやま内科ｸﾘﾆｯｸ 246-0035
神奈川県横浜市瀬谷区下瀬
谷1-41-5

045-300-3232 ○

まいえ内科 246-0037
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸
2-31-3ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ2階

045-301-8561 ○

吉岡脳外科外科診療所 246-0037
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸
3-63-1

045-302-9181 ○
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