
令和2年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（神奈川県）

さむかわ富田クリニック 253-0111 高座郡寒川町一之宮1-9-2 0467-72-5777 ○

寒川駅前クリニック 253-0105 高座郡寒川町岡田1-4-3 0467-72-3588 ○

原田医院 253-0105 高座郡寒川町岡田3-7-35 0467-74-0702 ○

たけむら内科クリニック 253-0105
高座郡寒川町岡田3-9-59ﾇｰﾍﾞﾙﾊﾞｰｸﾞ湘
南大久保ｲｰｽﾄ1F

0467-75-3220 ○

高山産婦人科・内科 253-0105
高座郡寒川町岡田5-5-8湘南寒川
医療ﾓｰﾙ2F

0467-73-1103 ○

寒川病院 253-0106 高座郡寒川町宮山193 0467-75-6680 ○ ○ ○

神部医院 253-0106 高座郡寒川町宮山3035 0467-74-5000 ○

永田外科 253-0101 高座郡寒川町倉見3793-3 0467-75-6075 ○

横山外科・胃腸科 253-0114 高座郡寒川町田端1159 0467-74-7707 ○

おだわら泌尿器科・内科クリニック 250-0011 小田原市1-18-29 0465-43-9947 ○

小林病院 250-0011 小田原市栄町1-14-18 0465-22-3161 ○

上嶋内科循環器クリニック 250-0011 小田原市栄町1-14-9NTﾋﾞﾙ3F 0465-24-5611 ○

渡邊内科クリニック 250-0011 小田原市栄町1-2-8 0465-22-6677 ○

小田原銀座クリニック 250-0011 小田原市栄町2-12-1 0465-21-5557 ○

髙井内科クリニック 250-0011 小田原市栄町2-12-45山崎ﾋﾞﾙ1F 0465-21-6313 ○

安間医院 250-0011 小田原市栄町2-7-18 0465-23-3567 ○

マナクリニック 250-0214 小田原市永塚5 0465-41-3001 ○

丹羽病院 250-0042 小田原市荻窪406 0465-34-3444 ○

森本内科医院 250-0042 小田原市荻窪472 0465-35-3703 ○

西川内科医院 250-0874 小田原市鴨宮152 0465-47-2008 ○

菱木医院 250-0852 小田原市栢山2823-4 0465-36-3222 ○

村田医院 250-0852 小田原市栢山473 0465-36-0433 ○

久野銀座クリニック 250-0055 小田原市久野469三栄ﾋﾞﾙ2F 0465-66-1717 ○

甫守内科医院 256-0812 小田原市国府津2746 0465-47-7760 ○

武井内科医院 256-0812 小田原市国府津4-3-19 0465-47-7113 ○

小田原市国保片浦診療所 250-0024 小田原市根府川77-1 0465-29-0012 ○

山口医院 256-0816 小田原市酒匂1402-1 0465-47-5330 ○
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杏林堂クリニック 256-0816 小田原市酒匂3-9-12 0465-47-3101 ○

川邊小児科内科医院 256-0816 小田原市酒匂5-13-38 0465-47-2351 ○

古藤内科小児科クリニック 256-0816 小田原市酒匂5-16-3 0465-48-1292 ○

清水内科クリニック 250-0002 小田原市寿町2-7-6 0465-35-3500 ○

山近記念総合病院 256-0815 小田原市小八幡3-19-14 0465-47-7151 ○

山近記念クリニック 256-0815 小田原市小八幡3-19-8 0465-47-2131 ○

井上医院 250-0877 小田原市上新田13-1 0465-45-5557 ○

ファミリークリニック“悠久” 250-0862 小田原市成田462-1 0465-39-3140 ○

さかわ内科クリニック 256-0817 小田原市西酒匂2-8-43 0465-46-1131 ○

小島クリニック 256-0817 小田原市西酒匂3-4-9 0465-46-1267 ○

窪倉医院 250-0001 小田原市扇町1-12-18 0465-34-6335 ○

西湘病院 250-0001 小田原市扇町1-16-35 0465-35-5773 ○

しみず扇町クリニック 250-0001 小田原市扇町3-13-15-1F 0465-46-8616 ○

高見澤クリニック 250-0001 小田原市扇町4-7-15 0465-35-8786 ○

扇町しらさぎ内科クリニック 250-0001 小田原市扇町5-26-8 0465-43-8111 ○

富田医院 250-0205 小田原市曽我別所777-6 0465-42-0822 ○

善ファミリークリニック 250-0866 小田原市中曽根72-1 0465-36-8800 ○

渡辺医院 250-0866 小田原市中曽根78 0465-38-2270 ○

ときわ内科クリニック 256-0803 小田原市中村原708-7 0465-44-1888 ○

循環器中町クリニック 250-0005 小田原市中町3-1-26 0465-23-5911 ○

久保クリニック 250-0872 小田原市中里281-3 0465-48-8900 ○

福井内科消化器科クリニック 250-0872 小田原市中里392-1 0465-41-2227 ○

いがらし胃腸科内科クリニック 250-0872 小田原市中里77-1 0465-41-1555 ○

鴨宮クリニック 250-0875 小田原市南鴨宮3-20-18 0465-46-1788 ○

山田クリニック 250-0034 小田原市板橋95 0465-23-5522 ○

石井呼吸器内科医院 250-0863 小田原市飯泉65 0465-48-4159 ○

吉邑クリニック 250-0854 小田原市飯田岡288 0465-38-2280 ○
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川上医院 250-0854 小田原市飯田岡371-1 0465-37-1527 ○

仁天堂医院 250-0004 小田原市浜町1-4-15 0465-22-5188 ○

霜島内科医院 250-0004 小田原市浜町1-9-19 0465-22-2328 ○

菊地医院 250-0004 小田原市浜町2-1-13 0465-22-2579 ○

かみやまアレルギー科小児科クリ
ニック

250-0004 小田原市浜町3-11-5 0465-24-0188 ○

小杉産婦人科内科小児科クリニック 250-0051 小田原市北ﾉ窪439-1 0465-35-2521 ○

渡辺消化器科クリニック 250-0853 小田原市堀之内218-1 0465-37-8833 ○

医療生協かながわ生活協同組合お
だわら診療所

250-0853 小田原市堀之内253-1 0465-39-1193 ○

小澤病院 250-0012 小田原市本町1-1-17 0465-24-3121 ○

間中病院 250-0012 小田原市本町4-1-26 0465-23-3111 ○

もてぎクリニック 250-0865 小田原市蓮正寺275-3 0465-39-2777 ○

螢田診療所 250-0865 小田原市蓮正寺310 0465-36-3230 ○

一色医院 249-0001 逗子市久木1-3-20 046-871-2345 ○

間中胃腸科外科 249-0001 逗子市久木4-12-15 046-870-1820 ○

(医）かんクリニック　　　リウマチ・整
形外科

249-0002 逗子市久木4-2-5 046-870-5599 ○

(医)センペル逗子クリニック 249-0001 逗子市久木4-25-8 046-873-7151 ○

ハイランドクリニック 249-0001 逗子市久木8-13-30 046-871-9420 ○

おばなファミリークリニック 249-0001 逗子市久木8-9-19 046-854-9376 ○

（医）逗子内科診療所 249-0005 逗子市桜山1-5-45 046-873-7122 ○

（医）丸山産婦人科 240-0005 逗子市桜山1-8-5 046-873-8103 ○

（医）山本メディカルセンター 249-0005 逗子市桜山3-16-1 046-872-0009 ○

（医）逗子病院 249-0005 逗子市桜山4-1-20 046-872-7500 ○

土田産婦人科内科 249-0005 逗子市桜山4-6-3 046-871-4432 ○

逗葉内科クリニック 249-0005 逗子市桜山6-1-23 046-871-2548 ○

(医）青木病院 249-0005 逗子市桜山6-1336 046-873-6555 ○

秋間医院 249-0005 逗子市桜山8-5-13 046-871-2707 ○

(医）たかしクリニック 249-0002 逗子市山の根1-2-19 046-873-0239 ○
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湘南クリニック 249-0008 逗子市小坪1-25-15 0467-23-2540 ○

(医）湘南記念小坪クリニック 249-0008 逗子市小坪3-2-1 0467-60-0321 ○

ESSMS東湘医院 249-0004 逗子市沼間1-1-21 046-871-3770 ○

（医）かみたに整形外科ペインクリ
ニック

249-0004 逗子市沼間1-8-6 046-870-1131 ○

（医）東逗子医院 249-0004 逗子市沼間2-10-29 046-871-4355 ○

水嶋医院 249-0006 逗子市逗子1-11-8 046-871-3168 ○

（医）八尾産婦人科医院 249-0006 逗子市逗子1-4-24 046-873-1103 ○

島田内科医院 249-0006 逗子市逗子1-6-22 046-871-7078 ○

野の百合クリニック 249-0006 逗子市逗子1-7-1 046-873-3320 ○

逗子銀座通りクリニック 249-0006 逗子市逗子1-7-3 百丹ﾋﾞﾙ2階 046-870-3401 ○

（医）にへい内科クリニック 249-0006 逗子市逗子2-5-2 046-872-6500 ○

さわだ内科・消化器内科 249-0006 逗子市逗子2-5-25 2階 046-884-8830 ○

（医）逗子金沢内科クリニック 249-0006
逗子市逗子2-6-26逗子駅前ｸﾘﾆｯ
ｸﾋﾞﾙ1F

046-870-6606 ○

逗子診療所（神奈川みなみ医療生
活共同組合）

249-0006 逗子市逗子4-1-7-101 046-872-3530 ○

若林クリニック 249-0006 逗子市逗子5-11-3 046-870-5011 ○

（医）逗子整形外科内科医院 249-0006 逗子市逗子5-5-5 046-871-2108 ○

（医）湘南内科ペインクリニック 249-0006 逗子市逗子5-6-18 046-872-2611 ○

あおぞらクリニック 249-0006 逗子市逗子5-9-21 046-871-6240 ○

釜屋内科クリニック 249-0006 逗子市逗子6-3-40 046-871-3276 ○

（公財）逗葉地域医療センター 249-0003 逗子市池子字桟敷戸1892-6 046-873-7752 ○

まなづる大道クリニック 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴422-5 0465-43-8385 ○

真鶴町国民健康保険診療所 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1 0465-68-2191 ○

浜辺の診療所 259-0312 足柄下郡湯河原町吉浜120-5 0465-64-1600 ○

JCHO 湯河原病院 259-0314 足柄下郡湯河原町宮上438 0465-63-2211 ○

こまつクリニック 259-0314 足柄下郡湯河原町宮上50-8 0465-60-1415 ○

山口外科医院 259-0313 足柄下郡湯河原町鍛冶屋193 0465-62-7131 ○

川﨑内科医院 259-0301 足柄下郡湯河原町中央1-11-5 0465-63-3605 ○
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ＹＫいわさきクリニック 259-0301 足柄下郡湯河原町中央1-22-7 0465-60-0788 ○

後藤耳鼻咽喉科クリニック 259-0301 足柄下郡湯河原町中央2-5-6 0465-62-8777 ○

湯河原中央温泉病院 259-0301 足柄下郡湯河原町中央4-11-2 0465-63-2555 ○

山﨑小児科医院 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥1-14-4 0465-62-7361 ○

川越内科クリニック 259-0303
足柄下郡湯河原町土肥1-3-10一
福堂第2ﾋﾞﾙ2階

0465-60-3830 ○

五十子内科医院 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥2-13-19 0465-62-3475 ○

草柳小児科医院 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥2-5-6 0465-63-4600 ○

湯河原胃腸病院 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥4-3-1 0465-62-7181 ○

郷医院箱根小涌園診療所 250-0407 足柄下郡箱根町ﾆﾉ平1274-84 0460-82-2672 ○

尾泉内科医院 250-0401 足柄下郡箱根町宮城野622 0460-82-2423 ○

元箱根木村医院 250-0522 足柄下郡箱根町元箱根63 0460-85-1117 ○

仙石原永井医院 250-0631 足柄下郡箱根町仙石原984 0460-84-8295 ○

土屋医院 250-0311 足柄下郡箱根町湯本613 0460-85-5034 ○

（医）あじさい内視鏡クリニック 258-0029 足柄上郡開成町みなみ5-4-17 0465-85-3251 ○

吉原医院 258-0021 足柄上郡開成町吉田島1156 0465-82-3300 ○

岡部医院 258-0021 足柄上郡開成町吉田島2819 0465-82-5569 ○

松元医院 258-0021 足柄上郡開成町吉田島408 0465-82-0845 ○

(医)樹医院 258-0021 足柄上郡開成町吉田島4320-2 0465-85-1111 ○

小泉クリニック 258-0021 足柄上郡開成町吉田島4352-3 0465-82-1117 ○

(医)白鴎医院 258-0022 足柄上郡開成町牛島270 0465-82-0890 ○

(医)飛彈クリニック 258-0111 足柄上郡山北町向原150 0465-75-1717 ○

（医）おおり医院 258-0113 足柄上郡山北町山北192 0465-75-0056 ○

ねもと総合内科クリニック 258-0113 足柄上郡山北町山北711-32 0465-75-0095 ○

山北町立山北診療所 258-0115 足柄上郡山北町谷峨1018-20 0465-77-2281 ○

山田内科医院 258-0004 足柄上郡松田町庶子1543-1 0465-83-0061 ○

(医)佐藤内科医院 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領1333 0465-82-0565 ○

まごころ内科整形外科クリニック 258-0003 足柄上郡松田町惣領992-1 0465-83-1789 ○
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(医)佐藤病院 258-0019 足柄上郡大井町金子1922-3 0465-83-5611 ○

（医）仁和会　まえかわクリニック 258-0019 足柄上郡大井町金子2601-1 0465-86-0777 ○

（医）渥美医院 258-0019 足柄上郡大井町金子48 0465-82-2539 ○

堀内医院 258-0019 足柄上郡大井町金子849-1 0465-82-1301 ○

瀬戸クリニック 258-0015 足柄上郡大井町山田1133 0465-82-7886 ○

(医)大井町クリニック 258-0016 足柄上郡大井町上大井409-5 0465-82-8971 ○

（医）なかいファミリークリニック 259-0151 足柄上郡中井町井ﾉ口1876-1 0465-81-8822 ○

りゅう医院 259-0153 足柄上郡中井町比奈窪35 0465-81-0223 ○

朝長医院 259-0143 足柄上郡中井町北田529-7 0465-81-1118 ○

南足柄レディースクリニック 250-0105 南足柄市関本565-5 204 0465-72-5756 ○

（医）南足柄クリニック 250-0105 南足柄市関本565-5 301 0465-72-7701 ○

（医）大雄山ｾﾝﾄﾗﾙクリニック 250-0105 南足柄市関本569ｳﾞｪﾙﾐ2 4F 0465-20-9522 ○

(医)鈴木医院 250-0105 南足柄市関本930 0465-74-0021 ○

こうの内科クリニック 250-0113 南足柄市岩原180-1 0465-73-2218 ○

(医)いのうえクリニック 250-0115 南足柄市沼田97-1 0465-71-1311 ○

(医)奥津医院 250-0124 南足柄市生駒381 0465-74-0024 ○

(医)朱鷺会　大内病院 250-0123 南足柄市中沼594-1 0465-74-1515 ○

(医)光生診療所 250-0117 南足柄市塚原1407 0465-74-4671 ○

(医)武尾医院 250-0117 南足柄市塚原2641 0465-74-0235 ○

(医)石川医院 250-0117 南足柄市塚原710-2 0465-72-1230 ○

(医)上野医院 250-0103 南足柄市壗下1019-9 0465-74-1201 ○
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