
今西内科 242-0001
神奈川県大和市下鶴間1900-
14

046-275-8585 ○

安野医院 242-0001 神奈川県大和市下鶴間2568 046-262-0311 ○

前川内科ｸﾘﾆｯｸ 242-0001
神奈川県大和市下鶴間2777-
5-6ｺﾝﾌｫｰﾙ鶴間1F

046-278-3777 ○

くすはら内科ｸﾘﾆｯｸ 242-0001
神奈川県大和市下鶴間521-8
つきみ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F

046-278-5483 ○

大和外科内科ｸﾘﾆｯｸ 242-0001 神奈川県大和市下鶴間704-6 046-274-1767 ○

田園ｸﾘﾆｯｸ 242-0002
神奈川県大和市つきみ野3-
23-16

046-275-8888 ○

菊田内科医院 242-0003 神奈川県大和市林間2-1-5 046-274-0030 ○

やまとｻﾝｸﾘﾆｯｸ 242-0004
神奈川県大和市大和東3-4-
27

046-200-6757 ○

宗内科･循環器科 242-0004
神奈川県大和市鶴間1-31-1
大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F

046-293-7774 ○

池田整形外科ｸﾘﾆｯｸ 242-0004
神奈川県大和市鶴間1-31-1
大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F

046-262-5788 ○

山本ｸﾘﾆｯｸ 242-0004
神奈川県大和市鶴間1-3-5 S･
Kﾋﾞﾙ2･3F

046-2064150 ○

宮崎外科医院 242-0004 神奈川県大和市鶴間2-10-3 046-274-0263 ○

ﾗｲﾗｯｸｸﾘﾆｯｸ 242-0004
神奈川県大和市鶴間2-11-29
第2大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1･3F

046-204-5551 ○

山口医院 242-0005
神奈川県大和市西鶴間1-11-
12

046-274-4067 ○

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 ○

小林国際ｸﾘﾆｯｸ 242-0005
神奈川県大和市西鶴間3-5-
6-110

046-263-1380 ○

ゆこすﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｸﾘﾆｯｸ 242-0005
神奈川県大和市西鶴間3-6-1 ﾊｲﾈｽｱ
ﾐﾃｨ鶴間壱番館1F2F120号

046-244-6762 ○

西鶴間ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 242-0005 神奈川県大和市西鶴間4-1-4 046-261-0867 ○

成和ｸﾘﾆｯｸ 242-0005
神奈川県大和市西鶴間5-
3488-7

046-264-3911 ○

南林間ｸﾘﾆｯｸ 242-0006 神奈川県大和市南林間1-2-2 046-277-1701 ○

飯塚ｸﾘﾆｯｸ 242-0006
神奈川県大和市南林間1-5-8
今木ﾋﾞﾙ2F

046-278-3207 ○

高野ｸﾘﾆｯｸ 242-0006
神奈川県大和市南林間1-7-9
南林間西口第3ﾋﾞﾙ2F

046-277-1561 ○

和田ｸﾘﾆｯｸ 242-0006
神奈川県大和市南林間5-11-
25

046-274-5251 ○

土岐医院 242-0006
神奈川県大和市南林間7-1-
16

046-274-9188 ○

田口ｸﾘﾆｯｸ 242-0006
神奈川県大和市南林間7-25-
6

046-275-3830 ○

黒山内科医院 242-0007
神奈川県大和市中央林間2-
21-20ｺｽﾓﾋﾙｽﾞ中央林間1F

046-277-9680 ○
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つきみの医院 242-0007
神奈川県大和市中央林間3-
12-15-1B

046-244-5085 ○

川西内科ｸﾘﾆｯｸ 242-0007
神奈川県大和市中央林間3-
5-11野崎ﾋﾞﾙ2F

046-278-1201 ○

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 ○

さかい内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 242-0007
神奈川県大和市中央林間4-
5-15KT袴田ﾋﾞﾙ2F

046-276-8131 ○

林間ｸﾘﾆｯｸ 242-0007
神奈川県大和市中央林間5-
1-3

046-278-6668 ○

石川ｸﾘﾆｯｸ 242-0007
神奈川県大和市中央林間5-
5-32

046-274-4746 ○

高田消化器･内科ｸﾘﾆｯｸ 242-0007
神奈川県大和市中央林間6-
11-15

046-278-2211 ○

塩坂外科医院 242-0007
神奈川県大和市中央林間9-
8-31

046-275-3500 ○

深見台中央医院 242-0013
神奈川県大和市深見台3-5-
28

046-263-6661 ○

南大和病院 242-0015
神奈川県大和市下和田1331-
2

046-269-2411 ○

森田整形外科小児科 242-0015 神奈川県大和市下和田816-1 046-269-3662 ○

南大和ｸﾘﾆｯｸ 242-0015 神奈川県大和市下和田940-1 046-268-5999 ○

もみの木医院 242-0016 神奈川県大和市大和南2-6-5 046-261-0214 ○

大和東ｸﾘﾆｯｸ 242-0017
神奈川県大和市大和東1-4-
2-2F

046-244-0810 ○

ささいｸﾘﾆｯｸ 242-0017
神奈川県大和市大和東1-7-
21-3F

046-200-1717 ○

家本循環器内科 242-0017
神奈川県大和市大和東2-5-
12

046-261-1840 ○

関水整形外科ｸﾘﾆｯｸ 242-0018
神奈川県大和市深見西2-3-
28

046-200-2211 ○

岡林ｸﾘﾆｯｸ 242-0021
神奈川県大和市中央1-1-2第
2近藤ﾋﾞﾙ2F

046-262-4885 ○

若葉ｸﾘﾆｯｸ 242-0021 神奈川県大和市中央1-7-21 046-265-6224 ○

やまと内科･小児科ｸﾘﾆｯｸ 242-0021 神奈川県大和市中央2-14-9 046-265-3335 ○

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2F

046-262-2500 ○

岡本整形外科 242-0021
神奈川県大和市中央5-6-29
第2ｿｰﾖｰﾋﾞﾙ1F

046-262-2080 ○

やまと中央循環器内科 242-0021 神奈川県大和市中央7-10-15 046-204-5090 ○

みひらｸﾘﾆｯｸ 242-0023
神奈川県大和市渋谷4-8-4ｽｶ
ｲｽﾃｰｼｮﾝ101号室

046-201-2220 ○

南大和高座ｸﾘﾆｯｸ 242-0023
神奈川県大和市渋谷5-22ｲｺｰ
ｻﾞ2F

046-269-7111 ○

ｴｲﾄｸﾘﾆｯｸ 242-0023
神奈川県大和市渋谷5-25-10
ﾂｲﾝﾘｰﾌ渋谷 2F

046-268-2100 ○
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藤沼内科ｸﾘﾆｯｸ 242-0023
神奈川県大和市渋谷5-25-1高座
渋谷西口駅前日の出屋ﾋﾞﾙ1F

046-201-0161 ○

本多産婦人科･内科医院 242-0023 神奈川県大和市渋谷5-39-2 046-267-7222 ○

にれﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 242-0023
神奈川県大和市渋谷6-12-6ﾛ
ｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ渋谷1階

046-244-0562 ○

高座渋谷内科外科ｸﾘﾆｯｸ 242-0023 神奈川県大和市渋谷8-3-2 046-201-0370 ○

桜ヶ丘中央病院 242-0024 神奈川県大和市福田1-7-1 046-269-4111 ○ ○ ○

ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ 242-0024 神奈川県大和市福田2-8-1 046-269-0020 ○

雪外科医院 242-0024 神奈川県大和市福田3602 046-267-3828 ○

小柳内科胃腸科 242-0024 神奈川県大和市福田5514-6 046-267-6003 ○

草柳ｸﾘﾆｯｸ 242-0026 神奈川県大和市草柳2-15-9 046-265-5358 ○

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 ○

芳沢医院 242-0029 神奈川県大和市上草柳1-3-2 046-264-1288 ○

青木医院 243-0001 神奈川県厚木市東町3-19 046-221-0031 ○

近藤病院 243-0001 神奈川県厚木市東町3-3 046-221-2375 ○

せいきょうあつぎ診療所 243-0004 神奈川県厚木市水引2-8-29 046-223-3325 ○

本厚木ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 243-0013
神奈川県厚木市泉町3-14東
友ﾋﾞﾙ3F

046-227-6211 ○

厚木整形外科 243-0013
神奈川県厚木市泉町3-5ﾌｫｰ
ﾗﾑﾋﾞﾙ2F

046-228-3336 ○

厚木循環器･内科ｸﾘﾆｯｸ 243-0013
神奈川県厚木市泉町3-5厚木
ﾌｫｰﾗﾑﾋﾞﾙ3階

046-227-3015 ○

高野ｸﾘﾆｯｸ 243-0014
神奈川県厚木市旭町1-15-16
千幸ﾋﾞﾙ8階

046-227-1177 ○

新井医院 243-0014
神奈川県厚木市旭町1-27-
5MSﾋﾞﾙ3F

046-229-4341 ○

かとうｸﾘﾆｯｸ 243-0014 神奈川県厚木市旭町4-1-6-1 046-220-0330 ○

かんきｸﾘﾆｯｸ 243-0014
神奈川県厚木市旭町5-35-15
ｴｽﾎﾟﾜｰﾙNOUJYOU101

046-228-2002 ○

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 ○

田村町整形外科ｸﾘﾆｯｸ 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-31 046-296-1105 ○

ｲｵﾝ厚木ｵｱｼｽ診療所 243-0018
神奈川県厚木市中町1-5-10
ｲｵﾝ厚木1F

046-297-4123 ○

わたなべ泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 243-0018
神奈川県厚木市中町1-5-10
ｲｵﾝ厚木店8階

046-222-8124 ○

あつぎﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 243-0018 神奈川県厚木市中町1-6-7 046-221-1115 ○
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杉浦医院 243-0018 神奈川県厚木市中町1-8-6 046-221-0121 ○

有泉こどもｸﾘﾆｯｸ 243-0018 神奈川県厚木市中町2-13-16 046-224-8878 ○

ゆみの内科ｸﾘﾆｯｸ 243-0018
神奈川県厚木市中町2-8-7 ｸﾞ
ﾗﾝﾃﾞ本厚木中町1F

046-259-5217 ○

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
笹生ﾋﾞﾙ2F

046-297-1919 ○

山口胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 243-0018
神奈川県厚木市中町3-18-19
SANﾋﾞﾙ5F

046-222-0526 ○

ﾍﾙｽｹｱｸﾘﾆｯｸ厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町3-6-17 046-223-1150 ○ ○ ○

仁厚会病院 243-0018 神奈川県厚木市中町3-8-11 046-221-5979 ○

厚木中町ｸﾘﾆｯｸ 243-0018
神奈川県厚木市中町4-10-2ﾊ
ﾗﾀﾞ中町ﾋﾞﾙ1F

046-221-4114 ○

高橋内科 243-0022 神奈川県厚木市酒井2537 046-229-0188 ○

JA健康管理ｾﾝﾀｰあつぎ 243-0022 神奈川県厚木市酒井3132 046-229-3731 ○ ○

JA健康管理ｾﾝﾀｰあつぎ 243-0022 神奈川県厚木市酒井3132 046-229-7115 ○

今岡医院 243-0028 神奈川県厚木市愛甲西3-2-6 046-248-1046 ○

はせべ内科医院 243-0031 神奈川県厚木市戸室1-32-3 046-295-1241 ○

光ヶ丘医院 243-0032 神奈川県厚木市恩名2-23-26 046-221-1811 ○

落合医院 243-0033 神奈川県厚木市温水1016 046-247-1577 ○

東名厚木ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ 243-0034 神奈川県厚木市船子224 046-229-1937 ○ ○ ○

重田内科医院 243-0035
神奈川県厚木市愛甲1-5-9 芦
川ﾋﾞﾙ2階

046-247-0027 ○

愛甲ｸﾘﾆｯｸ 243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-8-8 046-250-9162 ○

南毛利内科 243-0035 神奈川県厚木市愛甲2-11-9 046-270-6661 ○

池田ｸﾘﾆｯｸ 243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘1-6-5 046-221-5353 ○

窪田医院 243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘2-5-5 046-221-2200 ○

神奈川県煤ヶ谷診療所 243-0112
神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷
1706

046-288-1352 ○

黄金井形成外科小児科ｸﾘﾆｯｸ 243-0121 神奈川県厚木市七沢804 046-248-7777 ○

徳武ｸﾘﾆｯｸ 243-0122
神奈川県厚木市森の里1-35-
1

046-258-9029 ○

森の里病院 243-0122 神奈川県厚木市森の里3-1-1 046-247-2121 ○

厚木佐藤病院 243-0125 神奈川県厚木市小野759 046-247-1211 ○
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あらかわｸﾘﾆｯｸ 243-0201
神奈川県厚木市上荻野1164-
1

046-241-1616 ○

住友内科医院 243-0201 神奈川県厚木市上荻野269-3 046-242-4976 ○

馬嶋医院 243-0203 神奈川県厚木市下荻野1120 046-241-1350 ○

ひだかｸﾘﾆｯｸ 243-0203 神奈川県厚木市下荻野1212 046-243-3800 ○

厚木ﾊｰﾄｹｱｸﾘﾆｯｸ 243-0203
神奈川県厚木市下荻野1476-1 ｿ
ﾙﾛｰﾏ本厚木B号棟1F

046-243-5533 ○

林医院 243-0203 神奈川県厚木市下荻野421 046-241-1205 ○

鳶尾診療所 243-0204
神奈川県厚木市鳶尾2-25-2-
106

046-241-7100 ○

田島外科 243-0212 神奈川県厚木市及川1-12-15 046-241-8715 ○

田中ｸﾘﾆｯｸ 243-0212 神奈川県厚木市及川572 046-242-3511 ○

米澤外科内科 243-0213 神奈川県厚木市飯山172 046-242-1111 ○

宮の里ｸﾘﾆｯｸ 243-0216 神奈川県厚木市宮の里1-2-9 046-242-5001 ○

関根医院 243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田
1345-1

046-286-5431 ○

愛川北部病院 243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田
281-1

046-284-2323 ○

さくらｸﾘﾆｯｸ 243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津
1814-1

046-284-1002 ○

愛川ｸﾘﾆｯｸ 243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津
2035-1

046-284-5225 ○

熊坂外科･呼吸器科医院 243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津
7417

046-285-1139 ○

ﾕﾉｸﾘﾆｯｸ 243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津
818-1

046-284-2111 ○

石井医院 243-0307
神奈川県愛甲郡愛川町半原
2266-1

046-281-2105 ○

八木ｸﾘﾆｯｸ 243-0307
神奈川県愛甲郡愛川町半原
2724-1

046-280-1888 ○

岡本医院 243-0307
神奈川県愛甲郡愛川町半原
4431

046-281-0114 ○

徳川ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 243-0801 神奈川県厚木市上依知3002 046-281-8651 ○

箕浦ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 243-0804 神奈川県厚木市関口823-1 046-245-0146 ○

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 ○

古屋産婦人科医院 243-0813 神奈川県厚木市妻田東2-3-3 046-224-8803 ○

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 ○

もうえｸﾘﾆｯｸ 243-0815
神奈川県厚木市妻田西3-13-
36

046-297-6222 ○

5/15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

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 ○

鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 243-0816 神奈川県厚木市林3-6-38 046-297-3131 ○

湘南厚木病院 243-8551 神奈川県厚木市温水118-1 046-223-7815 ○ ○ ○

医療法人嘉仁会 入澤ｸﾘﾆｯｸ 252-0001
神奈川県座間市相模が丘1-
18-26

042-748-7131 ○

鴇田医院 252-0001
神奈川県座間市相模が丘3-
53-10

046-251-2205 ○

佐藤内科医院 252-0001
神奈川県座間市相模が丘4-
19-18

046-252-1777 ○

医療法人社団有智会  相模が丘内科 252-0001
神奈川県座間市相模が丘5-
42-10

042-742-6866 ○

武長眼科 252-0001
神奈川県座間市相模が丘5-
42-10

042-741-1324 ○

塚原ｸﾘﾆｯｸ 252-0001
神奈川県座間市相模が丘5-
5-7 ﾌﾞﾘﾘｱ小田急相模原105

042-705-9555 ○

相模台検診ｸﾘﾆｯｸ 252-0001
神奈川県座間市相模が丘6-
27-43

046-256-9235 ○

ﾏｻﾞｰﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 252-0001
神奈川県座間市緑ヶ丘2-1-
15-3

046-204-5621 ○

前田医院 252-0003
神奈川県座間市ひばりが丘3-
8-7

046-251-3137 ○

医療法人社団 菊田医院 252-0005
神奈川県座間市さがみ野3-1-
12

046-253-1234 ○

医療法人社団忠優会 相武台外科胃腸
科医院

252-0011
神奈川県座間市相武台1-26-
24

046-254-3221 ○

新井眼科 252-0011
神奈川県座間市相武台1-34-
23

046-254-5685 ○

医療法人社団恵優会 相武台ﾆｰﾚﾝｸﾘ
ﾆｯｸ

252-0011
神奈川県座間市相武台1-35-
10

046-298-2552 ○

医療法人社団昌栄会 相武台病院 252-0011 神奈川県座間市相武台1-9-7 046-256-5111 ○

馬來内科胃腸外科 252-0011
神奈川県座間市相武台2-38-
31

046-255-3228 ○

医療法人社団ﾌﾙﾔｸﾘﾆｯｸ 降矢医院 252-0011
神奈川県座間市相武台3-18-
51

046-251-1364 ○

医療法人社団洋和会 相武台ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

252-0011
神奈川県座間市相武台3-27-
60

046-255-3003 ○

医療法人健理会 たかはしｸﾘﾆｯｸ 252-0011
神奈川県座間市相武台3-42-
61 それいゆ相武台1F

046-257-7737 ○

くりはらﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0013 神奈川県座間市栗原1199-4 046-200-9898 ○

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

綾瀬ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0016
神奈川県綾瀬市深谷中1-16-
35

0467-71-0307 ○

医療法人社団 広井内科医院 252-0021 神奈川県座間市緑ヶ丘4-7-7 046-254-8307 ○

竹川胃腸科医院 252-0023 神奈川県座間市立野台2-3-6 046-254-3166 ○
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立野台内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0023
神奈川県座間市立野台3-14-
5

046-204-9222 ○

さとだ内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0024
神奈川県座間市入谷5-1684-
3 座間駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

046-298-0066 ○

ざま眼科ｸﾘﾆｯｸ 252-0024
神奈川県座間市入谷5-1700-
1

046-251-6234 ○

医療法人健進会 井上整形外科 252-0024 神奈川県座間市入谷5-1809 046-256-1177 ○

医療法人社団 浅利ｸﾘﾆｯｸ 252-0027 神奈川県座間市座間2-236-4 046-255-8611 ○

内山外科整形外科 252-0028
神奈川県座間市入谷東2-32-
6

046-253-4333 ○

医療法人 宮本内科小児科 252-0028
神奈川県座間市入谷東2-6-
23

046-255-5222 ○

吉武内科医院 252-0102
神奈川県相模原市緑区原宿
2-10-6

042-782-6300 ○

小田内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0103
神奈川県相模原市緑区原宿
南1-9-1

042-851-2391 ○

広瀬病院 252-0105
神奈川県相模原市緑区久保
沢2-3-16

042-782-3021 ○

城山すずきｸﾘﾆｯｸ 252-0111
神奈川県相模原市緑区川尻
1424-1

042-783-8377 ○

羽田内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0124
神奈川県相模原市中央区田
名4434-4

042-761-2552 ○

内科ｸﾘﾆｯｸこばやし 252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1
ﾗ･ﾌﾛｰﾙ橋本3階相模原ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲﾄ内

042-770-7371 ○

下九沢内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0134
神奈川県相模原市緑区下九
沢1381-1第15明智ﾋﾞﾙ105号

042-762-0541 ○

北条ｸﾘﾆｯｸはしもと 252-0134
神奈川県相模原市緑区下九
沢1779-1

042-763-0075 ○

晃友内科整形外科 252-0135
神奈川県相模原市緑区大島
1585-5

042-760-6200 ○

相和病院 252-0135
神奈川県相模原市緑区大島
1752

042-761-2331 ○

山本医院 252-0135
神奈川県相模原市緑区大島
3263-1

042-761-9381 ○

よしむらｸﾘﾆｯｸ 252-0135
神奈川県相模原市緑区大島
866-3

042-764-6633 ○

浮田医院 252-0137
神奈川県相模原市緑区二本
松1-6-2

042-772-7371 ○

真島医院 252-0137
神奈川県相模原市緑区二本
松4-24-32-2

042-772-3791 ○

相原病院 252-0141
神奈川県相模原市緑区相原
5-12-5

042-772-3100 ○

はしもと南口ｸﾘﾆｯｸ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
1-17-20

042-700-8025 ○

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吉美ﾋﾞﾙ2F

042-772-1310 ○

長谷川ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
2-3-6吉美ﾋﾞﾙ3F

042-700-5680 ○

しなだ呼吸器循環器ｸﾘﾆｯｸ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
3-14-1橋本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

042-700-3322 ○
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岡部ｸﾘﾆｯｸ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
3-15-4

042-771-3387 ○

橋本ｸﾘﾆｯｸ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
3-21-5

042-773-1571 ○

西脇医院 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
4-5-12

042-771-5255 ○

橋本医院 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
5-13-2

042-774-4686 ○

JA健康管理ｾﾝﾀｰさがみはら 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
6-1-14

042-772-3296 ○ ○ ○

はまくぼｸﾘﾆｯｸ 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本6-20-1ﾘ
ﾋﾞｵ橋本ﾀﾜｰﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｰﾝｽﾞ1階-B

042-770-1811 ○

鈴木内科･循環器科 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本6-2-2B's
ﾀﾜｰ橋本ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄE3F

042-771-2201 ○

矢島医院 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
6-32-10

042-772-1561 ○

橋本みなみ内科本院 252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本
7-5-1

042-700-3712 ○

りつの本医院 252-0144
神奈川県相模原市緑区東橋
本1-5-12

042-773-1577 ○

りつの医院 252-0144
神奈川県相模原市緑区東橋
本2-19-9

042-773-3322 ○

りつのｸﾘﾆｯｸ 252-0155
神奈川県相模原市緑区鳥屋
1162-1

042-785-0055 ○

相模原赤十字病院 252-0157
神奈川県相模原市緑区中野
256

042-784-1101 ○

相模原赤十字病院
健康増進ｾﾝﾀｰ

252-0157
神奈川県相模原市緑区中野
256

042-784-2429 ○

森田病院 252-0159
神奈川県相模原市緑区三ヶ木
627

042-784-4114 ○

相模原市立青野原診療所 252-0161
神奈川県相模原市緑区青野
原2015-2

042-787-0004 ○

相模原市国民健康保険青根診療所 252-0162
神奈川県相模原市緑区青根
1837-1

042-787-2834 ○

梶原医院 252-0171
神奈川県相模原市緑区与瀬
1091

042-685-0611 ○

原田医院 252-0172
神奈川県相模原市緑区与瀬
本町21-3

042-684-3838 ○

相模原市立千木良診療所 252-0174
神奈川県相模原市緑区千木
良852-8

042-684-2046 ○

相模原市国民健康保険内郷診療所 252-0175
神奈川県相模原市緑区若柳
1207

042-685-0017 ○

相模原市立藤野診療所 252-0184
神奈川県相模原市緑区小渕
1656-1

042-687-2229 ○

相模原市国民健康保険日連診療所 252-0185
神奈川県相模原市緑区日連
1037-1

042-687-2005 ○

山下医院 252-0185
神奈川県相模原市緑区日連
585-1

042-687-2061 ○

つねなりｸﾘﾆｯｸ 252-0202
神奈川県相模原市中央区淵
野辺本町2-5-15

042-753-7603 ○

斉藤医院 252-0203
神奈川県相模原市中央区東
淵野辺1-13-11

042-786-1770 ○
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ひぐち内科･消化器 252-0203
神奈川県相模原市中央区東
淵野辺5-8-9

042-704-9370 ○

半沢ｸﾘﾆｯｸ 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺
1-10-13ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ102

042-786-5115 ○

佐藤内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵
野辺1-1-12

042-730-1477 ○

相模野病院 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵
野辺1-2-30

042-752-2025 ○

相模野病院 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵
野辺1-2-30

042-751-1265 ○ ○

渕野辺総合病院 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵
野辺3-2-8

042-754-2222 ○

西村ｸﾘﾆｯｸ 252-0213
神奈川県相模原市中央区す
すきの町36-17

042-753-3555 ○

大塚内科医院 252-0215
神奈川県相模原市中央区氷
川町13-1

042-752-1435 ○

青葉ふたまたｸﾘﾆｯｸ 252-0224
神奈川県相模原市中央区青
葉3ｰ24-1

042-707-4126 ○

角中ｸﾘﾆｯｸ 252-0225
神奈川県相模原市中央区緑
が丘1-21-14

042-730-6500 ○

林ｸﾘﾆｯｸ 252-0225
神奈川県相模原市中央区緑
が丘2-28-3

042-751-0151 ○

梨本病院 252-0227
神奈川県相模原市中央区光
が丘1-8-7

042-753-2301 ○

松崎医院 252-0227
神奈川県相模原市中央区光
が丘3-7-6

042-754-6349 ○

相模原ｽﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 252-0231
神奈川県相模原市中央区相
模原1-1-19相模原it's 203

042-758-8881 ○

にいの整形外科 252-0231
神奈川県相模原市中央区相
模原3-12-9ﾊﾟｰｼﾓﾝﾋﾞﾙ2F

042-751-5611 ○

かながわ循環器内科 252-0231
神奈川県相模原市中央区相
模原3-6-6

042-752-3013 ○

さがみはら佐とうｸﾘﾆｯｸ 252-0231
神奈川県相模原市中央区相
模原3-6-6

042-704-0203 ○

高井内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原
5-7-20ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑｽﾞ2F

042-751-2205 ○

いずみﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原
5-7-20ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑｽﾞ2F-C

042-776-8222 ○

西門ｸﾘﾆｯｸ 252-0231
神奈川県相模原市中央区相
模原6-18-13

042-756-0335 ○

永井こども医院 252-0232
神奈川県相模原市中央区矢
部2-30-3

042-752-1115 ○

青山内科医院 252-0232
神奈川県相模原市中央区矢
部3-16-14

042-753-8719 ○

久保寺整形外科 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台1-15-9

042-757-8900 ○

きたむら淵野辺ｸﾘﾆｯｸ 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-10-15第2SKﾋﾞﾙ 1F

042-768-7561 ○

尾形内科･循環器科 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-11-5

042-756-6685 ○

あべｸﾘﾆｯｸ 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-18-20

042-752-8187 ○
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かぬまだいけやきｸﾘﾆｯｸ 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-18-6 大谷第一ﾋﾞﾙ3F

042-707-0426 ○

ましも泌尿器ｸﾘﾆｯｸ 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-21-12

042-758-3738 ○

ｿﾌｨｱﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 252-0233
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-21-12

042-776-3636 ○

ふちのべ内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0234
神奈川県相模原市中央区共
和1-3-401F-A

042-851-3517 ○

つちはし内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0234
神奈川県相模原市中央区共
和1-6-30

042-730-3003 ○

坂本胃腸科外科 252-0234
神奈川県相模原市中央区共
和2-12-14

042-756-2611 ○

山川内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0236
神奈川県相模原市中央区富
士見5-14-12

042-750-8099 ○

千代田ｸﾘﾆｯｸ 252-0237
神奈川県相模原市中央区千
代田4-4-10

042-757-0102 ○

吉川整形外科 252-0237
神奈川県相模原市中央区千
代田6-3-22

042-750-5043 ○

野呂医院 252-0237
神奈川県相模原市中央区千
代田6-7-3

042-758-4645 ○

星が丘ｸﾘﾆｯｸ 252-0238
神奈川県相模原市中央区星
が丘4-2-60

042-757-9550 ○

相模原記念ｸﾘﾆｯｸ 252-0239
神奈川県相模原市中央区中
央4-12-3

042-758-8171 ○

相模中央ｸﾘﾆｯｸ 252-0239
神奈川県相模原市中央区中
央6-9-23

042-751-0053 ○

横山台ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0241
神奈川県相模原市中央区横
山台2-5-1-3F

042-858-7733 ○

箕岡医院 252-0242
神奈川県相模原市中央区横
山3-10-5

042-753-2241 ○

竹吉内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0242
神奈川県相模原市中央区横
山3-27-3

042-730-8338 ○

まつざわｸﾘﾆｯｸ 252-0243
神奈川県相模原市中央区上
溝2179-4ｼﾙﾍﾞｰﾙ1F

042-762-3166 ○

上溝内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0243

神奈川県相模原市中央区上
溝3175-1かみみぞｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ
1F

042-759-7070 ○

さがみはらﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 252-0243
神奈川県相模原市中央区上
溝3956-1

042−719−8279 ○

たてのｸﾘﾆｯｸ 252-0243
神奈川県相模原市中央区上
溝4-14-6

042-760-3770 ○

岩久内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0243
神奈川県相模原市中央区上
溝6-11-2

042-762-2552 ○

中村病院 252-0243
神奈川県相模原市中央区上
溝6-18-39

042-761-3721 ○

関医院 252-0243
神奈川県相模原市中央区上
溝6-20-15

042-761-2080 ○

田名整形外科ｸﾘﾆｯｸ 252-0244
神奈川県相模原市中央区田
名1953

042-761-7000 ○

小野内科医院 252-0244
神奈川県相模原市中央区田
名3198-3

042-760-1180 ○

宮田医院 252-0244
神奈川県相模原市中央区田
名5450-3

042-762-2321 ○
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うめざわｸﾘﾆｯｸ 252-0245
神奈川県相模原市中央区田
名塩田2-16-33

042-777-6622 ○

田名病院 252-0245
神奈川県相模原市中央区田
名塩田3-14-36

042-778-3080 ○

林内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0253
神奈川県相模原市中央区南橋本1-
12-14南橋本善明ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

042-779-2010 ○

あさば内科･消化器ｸﾘﾆｯｸ 252-0253
神奈川県相模原市中央区南
橋本1-17-17

042-700-3320 ○

葉梨ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 252-0253
神奈川県相模原市中央区南
橋本1-17-17

042-700-3305 ○

さがみﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 252-0254
神奈川県相模原市中央区下
九沢54-2

042-773-3211 ○

めぐみｸﾘﾆｯｸ 252-0254
神奈川県相模原市中央区下
九沢945-1

042-703-4235 ○

細田ｸﾘﾆｯｸ 252-0301
神奈川県相模原市南区鵜野
森1-29-8

042-742-5525 ○

佃医院 252-0302
神奈川県相模原市南区上鶴
間5-4-12

042-742-5464 ○

くぬぎ台ｸﾘﾆｯｸ 252-0302
神奈川県相模原市南区上鶴
間7-2-12

042-743-9051 ○

東林間駅前ほりえｸﾘﾆｯｸ 252-0302
神奈川県相模原市南区上鶴
間7-6-4 七慶まるこﾋﾞﾙ2F

042-740-8005 ○

東芝林間病院 252-0302
神奈川県相模原市南区上鶴
間7-9-1

042-742-3577 ○

平井ｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野3-11-5KAJIYA第2ﾋﾞﾙ2F

042-767-0850 ○

やまぎしｸﾘﾆｯｸ相模大野 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野3-14-20-2階

042-705-8055 ○

阿部内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野
3-3-1ﾎﾞｰﾉ相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ4F

042-702-0577 ○

野見山医院 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野3-3-2-110

042-742-2717 ○

ﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｽ･ｾﾝﾀｰ相模大野ｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野3-3-2-401

042-740-6200 ○

ﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｽ･ｾﾝﾀｰ相模大野ｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野3-3-2-401

042-740-6220 ○ ○

原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野
4-5-17相模大野5番街P棟106

042-701-5588 ○

おなかとおしりの桜井ｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野4-5-5 ﾛﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞD205

042-705-7333 ○

あまのｸﾘﾆｯｸ眼科内科 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野5-18-2

042-767-3571 ○

松谷こども&内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野5-27-8

042-747-4151 ○

清水医院 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野5-29-16

042-742-2812 ○

谷口台医院 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野5-4-14

042-742-9130 ○

正木ｸﾘﾆｯｸ相模大野 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野6-15-18

042-747-8800 ○

さがみ生協病院 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野6-2-11

042-743-3261 ○
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木村医院 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野7-12-9

042-742-9769 ○

相模大野病院 252-0303
神奈川県相模原市南区相模
大野7-8-16

042-748-0211 ○

ｻｲﾄ･ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 252-0304
神奈川県相模原市南区旭町
21-1

042-742-2822 ○

竹村ｸﾘﾆｯｸ 252-0304
神奈川県相模原市南区旭町
23-13

042-766-7811 ○

油井ｸﾘﾆｯｸ 252-0305
神奈川県相模原市南区豊町
16-5

042-745-1889 ○

黒河内病院 252-0305
神奈川県相模原市南区豊町
17-36

042-742-0211 ○

川村医院 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間1-6-14

042-748-7818 ○

西川整形外科 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間3-10-11

042-743-0769 ○

角張医院 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間3-16-14

042-744-1541 ○

奥平医院 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間3-8-11

042-748-7121 ○

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 ○

央優会産婦人科内科 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間4-9-1

042-748-7651 ○

泉家ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間4-9-6

042-701-4327 ○

やまもとｸﾘﾆｯｸ 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間5-13-8

042-749-1101 ○

かめやま内科医院 252-0311
神奈川県相模原市南区東林
間5-1-8 ﾌﾟﾘｭｰﾃﾞﾝｽﾋﾛｲ101

042-747-3300 ○

滝島医院 252-0312
神奈川県相模原市南区相南
1-17-27

042-742-8535 ○

さがみ循環器ｸﾘﾆｯｸ 252-0312
神奈川県相模原市南区相南
4-21-15

042-746-2211 ○

黒沢産婦人科医院 252-0313
神奈川県相模原市南区松が
枝町1-10

042-744-1412 ○

博愛医院 252-0314
神奈川県相模原市南区南台
3-12-15

042-743-7247 ○

ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞ･ｵﾀﾞｻｶﾞはやしｸﾘﾆｯｸ 252-0314
神奈川県相模原市南区南台
5-11-19ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞｵﾀﾞｻｶﾞ302

042-702-9248 ○

ﾌｫﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ ｵﾀﾞｻｶﾞ内科 252-0314
神奈川県相模原市南区南台
5-11-19ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞｵﾀﾞｻｶﾞ303

042-701-8338 ○

みそのﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 252-0317
神奈川県相模原市南区御園
2-10-15

042-746-0861 ○

武宮医院 252-0317
神奈川県相模原市南区御園
3-11-2

042-743-0339 ○

やぐち内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴
間本町1-38-30小林ﾋﾞﾙ4F

042-765-7170 ○

本田医院 252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴間本
町2-10-15 NSﾛｲﾔﾙ町田1F

042-765-1101 ○

あおき整形外科 252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-
48-24相模大野ﾒﾃﾞｨｶﾙヴｨﾚｯｼﾞA棟

042-705-3337 ○
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さいとう内科医院 252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-
48-3相模大野ﾒﾃﾞｨｶﾙヴｨﾚｯｼﾞB棟1F

042-705-3629 ○

上鶴間ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 252-0318
神奈川県相模原市南区上鶴
間本町8-44-20

042-767-5332 ○

ﾐｵ医院 252-0321
神奈川県相模原市南区相模
台2-16-21

042-742-8497 ○

北村ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 252-0321
神奈川県相模原市南区相模
台7-36-23

042-705-5990 ○

小児科･内科 緒方医院 252-0325
神奈川県相模原市南区新磯
野1-43-16

046-254-0833 ○

荘加医院 252-0325
神奈川県相模原市南区新磯
野3-32-9

046-254-5010 ○

新戸診療所 252-0326
神奈川県相模原市南区新戸
1717

046-251-0428 ○

磯部ｸﾘﾆｯｸ 252-0327
神奈川県相模原市南区磯部
941

046-293-0133 ○

麻溝台内科･消化器ｸﾘﾆｯｸ 252-0328
神奈川県相模原市南区麻溝台4-
10-14麻溝台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ

042-701-3856 ○

中野医院 252-0328
神奈川県相模原市南区麻溝
台5-17-10

042-744-1200 ○

大野台ｸﾘﾆｯｸ 252-0331
神奈川県相模原市南区大野
台6-19-12 2F

042-704-6645 ○

豊田内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0331
神奈川県相模原市南区大野
台7-28-24

042-754-6908 ○

東大沼内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0333
神奈川県相模原市南区東大
沼1-12-43

042-767-0170 ○

田原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 252-0334
神奈川県相模原市南区若松
3-48-17

042-749-3131 ○

佐藤医院 252-0334
神奈川県相模原市南区若松
4-17-18

042-743-3152 ○

志村ｸﾘﾆｯｸ 252-0335
神奈川県相模原市南区下溝
673-1

042-777-1117 ○

馬嶋医院 252-0335
神奈川県相模原市南区下溝
722-1

042-778-1005 ○

加來ｸﾘﾆｯｸ 252-0335
神奈川県相模原市南区下溝
756ｰ6三和麻溝店B-3F

042-778-5100 ○

阪ｸﾘﾆｯｸ 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵
2-17-3渋谷ﾋﾞﾙ2F

042-776-7709 ○

ﾑｶｴ内科 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵
3-12-3

042-757-7155 ○

宮崎ｸﾘﾆｯｸ 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵
3-18-13

042-743-8121 ○

新津谷ｸﾘﾆｯｸ 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵
3-27-16

042-745-8373 ○

共ヶ岡診療所 252-1104 神奈川県綾瀬市大上3-20-23 0467-78-1598 ○

比留川医院 252-1106 神奈川県綾瀬市深谷南1-6-3 0467-79-0355 ○

医療法人社団柏綾会  綾瀬厚生病院 252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中1-4-
16

0467-71-5118 ○

とうめい綾瀬腎ｸﾘﾆｯｸ 252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中1-8-
20

0467-70-1115 ○
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茂木産婦人科医院 252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中4-14-
6

0467-78-0300 ○

紀医院 252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中6-19-
18

0467-78-0327 ○

きくち総合診療ｸﾘﾆｯｸ 252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中7-18-
2 ﾗｲｽﾞﾓｰﾙ綾瀬1階

0467-76-1000 ○

熊倉整形外科 252-1108
神奈川県綾瀬市深谷上2-3-
12

0467-77-7111 ○

医療法人社団慈広会  矢崎胃腸外科 252-1113
神奈川県綾瀬市上土棚中1-
1-16

0467-76-6211 ○

島田外科･内科 252-1113
神奈川県綾瀬市上土棚中6-
14-26

0467-76-0006 ○

医療法人社団敬愛会  吉崎医院 252-1114
神奈川県綾瀬市上土棚南6-
4-5

0467-78-8854 ○

菅原医院 252-1122
神奈川県綾瀬市小園南1-11-
13

0467-77-0885 ○

市川医院 252-1134
神奈川県綾瀬市寺尾南1-6-
17

0467-78-7311 ○

医療法人愛幸会  原ｸﾘﾆｯｸ 252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田1-
1-8

0467-79-8348 ○

総合相模更生病院 252-5225
神奈川県相模原市中央区小
山3429

042-752-1808 ○

中村医院 257-0001
神奈川県秦野市鶴巻北1-22-
10

0463-77-0813 〇

丸山ｸﾘﾆｯｸ 257-0001
神奈川県秦野市鶴巻北2-2-
25ﾒﾌﾟﾚｽｺｰﾄ2F

0463-77-8788 〇

遠藤医院 257-0002 神奈川県秦野市鶴巻南5-2-8 0463-77-1467 〇

望星大根ｸﾘﾆｯｸ 257-0003
神奈川県秦野市南矢名1-11-
28

0463-77-5711 〇

森腎ｸﾘﾆｯｸ 257-0003
神奈川県秦野市南矢名1-14-
34

0463-76-1112 〇

村松内科･胃腸ｸﾘﾆｯｸ 257-0003
神奈川県秦野市南矢名1-3-8
武田ﾋﾞﾙ2F

0463-77-1515 〇

柿崎ｸﾘﾆｯｸ 257-0006
神奈川県秦野市北矢名1309-
1-1F

0463-73-8231 〇

みやうち内科糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 257-0011
神奈川県秦野市尾尻482-1ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾌｫｰﾄ秦野南

0463-84-1173 〇

平石整形外科 257-0011 神奈川県秦野市尾尻560-5 0463-85-1122 〇

秦野駅南口診療所 257-0011
神奈川県秦野市尾尻940-5 ﾊ
ｲﾌﾞﾘｯｼﾞⅡ2F

0463-84-3737 〇

南が丘ｸﾘﾆｯｸ 257-0013 神奈川県秦野市南が丘1-9 0463-82-7606 〇

山口内科循環器科 257-0014 神奈川県秦野市今泉359 0463-83-3183 〇

山門内科ｸﾘﾆｯｸ 257-0015 神奈川県秦野市平沢1481-1 0463-82-8200 〇

くず葉台病院 257-0028 神奈川県秦野市東田原340 0463-82-5858 〇

島田内科医院 257-0031 神奈川県秦野市曽屋1191-3 0463-81-2005 〇
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動機付
け支援

積極的
支援

医療法人桃一会及川医院 257-0031 神奈川県秦野市曽屋3482 0463-81-1820 〇

安部内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 257-0035 神奈川県秦野市本町1-9-6 0463-83-3700 〇

大秦野内科ｸﾘﾆｯｸ 257-0035 神奈川県秦野市本町2-5-6 0463-83-7788 〇

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 〇

宮野内科･小児科医院 257-0042 神奈川県秦野市寿町5-14 0463-81-2802 〇

川口医院 257-0048 神奈川県秦野市幸町4-4 0463-82-3549 〇

神奈川病院 257-8585 神奈川県秦野市落合666-1 0463-81-1771 〇

いいぬまｸﾘﾆｯｸ 259-1305 神奈川県秦野市堀川173-1 0463-89-1555 〇

秦野北ｸﾘﾆｯｸ 259-1306 神奈川県秦野市戸川605 0463-75-1121 〇

森田医院 259-1311 神奈川県秦野市弥生町5-11 0463-88-0808 〇

古閑医院 259-1315 神奈川県秦野市柳町1-4-12 0463-88-0030 〇

山口医院 259-1317 神奈川県秦野市並木町1-29 0463-88-0020 〇

あおば診療所 259-1321
神奈川県秦野市曲松1-4-12
TSﾋﾞﾙ2F

0463-87-8891 〇

渋沢内科ｸﾘﾆｯｸ 259-1331 神奈川県秦野市堀西22-1 0463-88-7000 〇
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