
令和3年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（神奈川県）

（医）和田胃腸科外科医院 241-0001 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
横浜市旭区上白根町891-18-7-
101

045-489-9696 ○

（医）恵生会上白根病院 241-0002 横浜市旭区上白根2-65-1 045-951-3221 ○

（医）秀悠会 きくち医院 241-0002 横浜市旭区上白根1-8-9 045-954-3234 ○

髙橋内科クリニック 241-0004 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 横浜市旭区中白根3-1-38 045-955-2501 ○

えひら胃腸科・内科 241-0005 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
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 横浜市旭区白根6-1-3 045-953-3308 ○

片桐クリニック 241-0011 横浜市旭区川島町3050-9 045-383-6761 ○

（医）順正会横浜鶴ヶ峰病院 241-0011 横浜市旭区川島町1764 045-370-5270 ○

横浜鶴ヶ峰病院 241-0011 横浜市旭区川島町1764 045-372-5270 ○ ○ ○

（医）大塚クリニック 241-0014 横浜市旭区市沢町995-11 045-355-5377 ○

医療法人財団石心会 新緑脳神経
外科

241-0014 横浜市旭区市沢町574-1 045-355-3600 ○

鶴ヶ峰診療所 241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-38-7 045-951-2354 ○

鶴ヶ峰中央医院 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-26 045-373-6557 ○

川本胃腸内科外科 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰2-21-32 045-371-2268 ○

（医）村岡医院 241-0022 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
横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1ｺｺﾛｯﾄ
鶴ヶ峰5F

045-370-5270 ○

たいクリニック 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰2-5-2 045-350-7770 ○

かわくぼクリニック 241-0022
横浜市旭区鶴ヶ峰2-23-2奥村ﾋﾞﾙ
2B

045-373-6041 ○

鶴ヶ峰消化器・内視鏡クリニック 241-0022
横浜市旭区鶴ヶ峰1-12-3大岡ﾋﾞﾙ
3F

045-370-6255 ○

（医）みさとまこと会あさひ本宿クリ
ニック

241-0023 横浜市旭区本宿町90-30 045-360-8681 ○

中田外科胃腸科医院 241-0031 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 横浜市旭区今宿西町285 045-951-2321 ○

若葉台診療所 241-0801 横浜市旭区若葉台1-3-115 045-921-1300 ○

（医）明芳会 横浜旭中央総合病院 241-0801 横浜市旭区若葉台4-20-1 045-921-6111 ○ ○ ○
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（医）明珠会若葉台クリニック 241-0801 横浜市旭区若葉台1-3-116 045-921-3700 ○

２２２内科クリニック 241-0801 横浜市旭区若葉台2-22-105 045-924-6200 ○

（医）緑友会わかば内科クリニック 241-0801 横浜市旭区若葉台4-12-105 045-465-4897 ○

横浜りゅうクリニック 241-0805
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 横浜市旭区今宿町2666-27 045-367-1748 ○

安部医院 241-0814 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 横浜市旭区中沢2-38-5 045-366-2118 ○

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

045-365-6677 ○

（医）緑樹会 小柳内科クリニック 241-0816 横浜市旭区笹野台1-20-12 045-391-0121 ○

つくしクリニック 241-0817 横浜市旭区今宿2-63-14 045-360-0028 ○

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

045-365-2200 ○

（医）一色外科胃腸科医院 241-0821 横浜市旭区二俣川2-32 045-391-0166 ○

あすかい内科 241-0821
横浜市旭区二俣川1-10-6ｽｽﾞﾜﾋﾞﾙ
2F

045-367-2226 ○

（医）米国会 古荘セントラルクリニッ
ク

241-0821 横浜市旭区二俣川1-45-43 045-366-3231 ○

あららぎ内科クリニック 241-0821
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）たらお内科 241-0821
横浜市旭区二俣川2-58-6大洋ﾋﾞﾙ
3階

045-360-6501 ○

小関産婦人科医院 241-0821 横浜市旭区二俣川2-62-7 045-363-0660 ○

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

045-366-7881 ○

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

045-360-0322 ○

（医）二俣川内科・循環器内科クリ
ニック

241-0821
横浜市旭区二俣川1-45-89浅野ﾋﾞ
ﾙ3F

045-363-5550 ○

三井内科医院 241-0823 横浜市旭区善部町46-48 045-363-0339 ○

雨宮内科医院 241-0824 横浜市旭区南希望が丘53-10 045-365-2220 ○

飛田医院 241-0824 横浜市旭区南希望が丘82-12 045-362-6166 ○

希望ケ丘駅前クリニック 241-0825 横浜市旭区中希望が丘131-5 045-367-2233 ○

オカダ外科医院 241-0825 横浜市旭区中希望が丘111 045-391-0456 ○

医療法人漸進会たぐち内科クリニッ
ク

241-0825
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
横浜市旭区中希望ヶ丘198-21八ﾂ
橋ﾊｲﾂ101

045-362-1611 ○

2/21ページ



令和3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）梅澤医院 241-0826 横浜市旭区東希望が丘81 045-363-5000 ○

みなせクリニック 241-0826 横浜市旭区東希望が丘107 045-360-8043 ○

（医）豊医会 左近山中央診療所 241-0831
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 横浜市旭区南本宿町36-9 045-744-8111 ○

黒田医院 241-0835 横浜市旭区柏町47-11 045-364-9772 ○

（医）柏町整形外科 241-0835 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 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 横浜市旭区柏町97-8 045-366-6822 ○

井上医院 241-0836 横浜市旭区万騎が原104-11 045-391-1606 ○

いけだ整形外科 222-0001
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
横浜市港北区樽町3-6-38りりあﾀｳ
ﾝ2F

045-545-0222 ○

（医）碧仁会 三石内科クリニック 222-0001
横浜市港北区樽町1-24-7鈴木ﾋﾞﾙ
2F

045-531-1116 ○

（医）三星会大倉山記念病院 222-0001 横浜市港北区樽町1-1-23 045-531-2546 ○

おおそねクリニック 222-0002 横浜市港北区師岡町1148-11F 045-548-0707 ○

もろおかクリニック 222-0002 横浜市港北区師岡町908-3 045-531-1234 ○

大倉山診療所 222-0003 横浜市港北区大曽根1-17-3 045-531-4345 ○

（医）清水医院 222-0011 横浜市港北区菊名3-21-10 045-431-8425 ○

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

045-423-2223 ○

（医）五星会菊名記念病院 222-0011 横浜市港北区菊名4-4-27 045-402-7111 ○

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

045-834-8383 ○

（医）浅木クリニック 222-0011
横浜市港北区菊名1-1-8第6橘ﾋﾞﾙ
2階

045-401-8222 ○

医療法人社団 中野こどもクリニック 222-0012 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 横浜市港北区富士塚1-11-39 045-401-6633 ○

有馬医院 222-0012 横浜市港北区富士塚1-1-9 045-431-6565 ○

菊名西口医院 222-0021 横浜市港北区篠原北1-3-33 045-401-6444 ○

なのクリニック 222-0023 横浜市港北区仲手原1-26-10 045-710-0045 ○

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

045-430-3005 ○
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（医）桜敬会 太田整形外科 222-0026
横浜市港北区篠原町1129 岸根公
園駅前UUﾋﾞﾙ201

045-438-0530 ○

篠原Ｋクリニック 222-0026
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 ○

あおぞら新横浜クリニック 222-0026
横浜市港北区篠原町3014-3加祥
ﾋﾞﾙ4F

045-423-8333 ○

（医）椎橋医院 222-0032
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 横浜市港北区大豆戸町212 045-421-5452 ○

アモルクリニック 222-0033 横浜市港北区新横浜3-20-3-701 045-577-3888 ○

（医）佑希会のぞみクリニック 222-0033
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
横浜市港北区新横浜3-6-4新横浜
千歳観光ﾋﾞﾙ4F

0570-550-568 ○

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

045-534-8538 ○

新横浜国際クリニック 222-0033
横浜市港北区新横浜2-3-12 新横
浜ｽｸｴｱﾋﾞﾙ15階

045-620-9388 ○ ○ ○

（医）慈友会山田内科 222-0033
横浜市港北区新横浜2-2-3新横浜
第1竹生ﾋﾞﾙ4F

045-475-1580 ○

新横浜メディカルサテライト 222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-11金子
第一ﾋﾞﾙ4F

045-471-3855 ○ ○ ○

横浜市総合保健医療センター診療
所

222-0035 横浜市港北区鳥山町1735 045-475-0001 ○

こうの医院 222-0036 横浜市港北区小机町1489-1 045-470-7705 ○

横浜市スポーツ医科学センター 222-0036
横浜市港北区小机町3302-5日産
ｽﾀｼﾞｱﾑ内

045-477-5050 ○

（医）荻原医院 222-0037 横浜市港北区大倉山3-7-17 045-531-3195 ○

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

045-543-8711 ○

柴田内科 222-0037
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 横浜市港北区大倉山3-3-32 045-547-5353 ○

大倉山レディースクリニック 222-0037
横浜市港北区大倉山3-4-31ﾋﾙｽﾞ
ｶﾓ1F

045-545-5251 ○

（医）服部クリニック 222-0037 横浜市港北区大倉山1-28-3 045-545-0001 ○

（医）幹仁会 横山クリニック 222-0037 横浜市港北区大倉山4-5-1101 045-531-1575 ○

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

045-542-3535 ○

（医）健明会大倉山わきもと内科 222-0037 横浜市港北区大倉山5-25-19 045-717-6887 ○

里見医院 222-0037 横浜市港北区大倉山3-1-5 045-543-1551 ○

大倉山メディカルクリニック 222-0037
横浜市港北区大倉山3-41-22大倉
山ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F

045-834-7370 ○

村井医院 223-0051 横浜市港北区箕輪町2-3-7-107 045-563-1920 ○
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かない内科クリニック 223-0051
横浜市港北区箕輪町2-7-42ﾌﾟﾗｳ
ﾄﾞｼﾃｨ日吉ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽⅡｿｺﾗ日吉

045-561-1107 ○

日吉の森内科クリニック 223-0051 横浜市港北区箕輪町1-24-9 2F 045-755-7125 ○

佐々木消化器科・内科 223-0052
横浜市港北区綱島東2-12-19 福
島ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

045-545-4588 ○

（医）綱島鈴木整形外科 223-0052
横浜市港北区綱島東1-10-7 桐屋
ﾋﾞﾙ2F

045-542-3355 ○

あかつきクリニック 223-0052 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
横浜市港北区綱島東4-3-17ｱﾋﾟﾀ
ﾃﾗｽ横浜綱島2F

045-717-6101 ○

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

045-531-1212 ○

綱島東口内科・糖尿病内科クリニッ
ク

223-0052 横浜市港北区綱島東2-2-14 2F 045-633-7737 ○

（医）健陽会えびすクリニック 223-0053
横浜市港北区綱島西2-7-2第7吉
田ﾋﾞﾙ2F

045-546-8611 ○

菜の花クリニック 223-0053 横浜市港北区綱島西2-11-2-101 045-547-6812 ○

（医）由徳綱島クリニック 223-0053
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 ○

高木脳神経外科クリニック 223-0053
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 ○

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

045-544-8222 ○

（医）設身会川野循環器内科医院 223-0053
横浜市港北区綱島西4-8-18川野
ﾋﾞﾙ3階

045-540-7900 ○

横浜綱島フォレスト内科・呼吸器クリ
ニック

223-0053
横浜市港北区綱島西2-12-10ｻﾝ
ﾓｰﾙ綱島1F

045-642-7659 ○

新吉田医院 223-0056 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 横浜市港北区新羽町1625 045-547-1155 ○

（医）YS会 本田泌尿器科内科医院 223-0057
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 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
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）快晴会 北新横浜内科クリニッ
ク

223-0059
横浜市港北区北新横浜1-2-3 北
新横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F

045-533-2235 ○

（医）南澤医院 223-0061 横浜市港北区日吉1-2-16 045-561-5413 ○

内村内科・腎クリニック 223-0061 横浜市港北区日吉5-13-4 045-534-3334 ○

（医）健水会 総合健診クリニック
MEDOC

223-0061 横浜市港北区日吉2-9-3 045-565-0751 ○

八木医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-1-6 045-561-2095 ○

高見澤クリニック 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-23-5 045-563-9586 ○

日横クリニック 223-0062
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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（医）真和会 福田医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町3-27-8 045-561-3773 ○

（医）たかみざわ医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-23-5 045-561-8641 ○

（医）シロアム会石橋内科クリニック 223-0062
横浜市港北区日吉本町1-23-14厚
川ﾋﾞﾙ3F

045-563-3297 ○

医療法人紀明会　まつみ医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町5-4-1 045-561-9300 ○

日吉病院 223-0062 横浜市港北区日吉本町2-8-2 045-563-7373 ○ ○ ○

日吉内科 223-0062
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 ○

（医）医信会石井内科医院 223-0062 横浜市港北区日吉本町6-26-5 045-561-4704 ○

吉川内科・循環器科クリニック 223-0062
横浜市港北区日吉本町1-20-2 吉
川ﾋﾞﾙ1F

045-566-0151 ○

佐々木内科クリニック 223-0064 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 横浜市港北区下田町4-9-1 045-563-2291 ○

和光医院 223-0065 横浜市港北区高田東4-10-8 045-531-4372 ○

グリーン高田駅前クリニック 223-0065 横浜市港北区高田東3-1-8 045-544-1117 ○

高田Ysクリニック泌尿器科・内科 223-0065
横浜市港北区高田東4-23-4ｸｰﾙ
高田2F-Ⅱ

045-546-1365 ○

たかた整形外科・内科 223-0065 横浜市港北区高田東4-22-27-1F 045-543-7110 ○

（医）すこやか高田中央病院 223-0066 横浜市港北区高田西2-6-5 045-592-5557 ○

原医院 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾2-24-2 045-435-3199 ○

（医）にわメディカルにわメディカルク
リニック

221-0001 横浜市神奈川区西寺尾1-28-1 045-401-1237 ○

神之木クリニック 221-0001
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 ○

小野医院 221-0002
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 ○

（医）ときわ会たかつか内科医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通69-8 045-432-8382 ○

中村医院 221-0002 横浜市神奈川区大口通135-14 045-401-3140 ○

くにひろクリニック 221-0002
横浜市神奈川区大口通56-5大口ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

045-432-8877 ○

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

045-431-7177 ○

大口公園クリニック 221-0003 横浜市神奈川区大口仲町15-2 045-642-7249 ○

（医）大恵会仁恵病院 221-0013 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
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 ○

わたなべクリニック 221-0013 横浜市神奈川区新子安1-22-11 045-438-3270 ○
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アーチクリニック 221-0013
横浜市神奈川区新子安1-33-15ｸﾞ
ﾘｼｰﾇ横浜201

045-718-6588 ○

（医）慈啓会大口東総合病院 221-0014 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 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 横浜市神奈川区子安通2-286 045-441-3598 ○

杉田クリニック 221-0042 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 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
横浜市神奈川区新町21-8新町第1
京急ﾋﾞﾙ2F

045-440-2855 ○

たむら内科クリニック東神奈川 221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-10-1
ｻﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝﾀﾜｰ東神奈川1階

045-441-0011 ○

なかきどクリニック 221-0046
横浜市神奈川区神奈川本町10-4-
101

045-453-1553 ○

井関医院 221-0052
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 ○

横浜みなとメディカルクリニック 221-0053
横浜市神奈川区橋本町2-5-1ｻﾝｼ
ﾃｨみなとみらいEAST1階

045-440-1221 ○

(医)ＨＫＮヨコハマポートサイド中崎
クリニック

221-0055 横浜市神奈川区大野町1-25 3F 045-450-7730 ○

神奈川県勤労者医療生活協同組合
港町診療所

221-0056
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 ○

（医）善仁会横浜東口ヘルチェックク
リニック

221-0056 横浜市神奈川区金港町6-20 045-453-1150 ○ ○ ○

医療法人社団相和会横浜ソーワクリ
ニック

221-0056
横浜市神奈川区金港町3-1ｺﾝｶｰ
ﾄﾞ横浜20F

045-461-1616 ○

今井医院 221-0057 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 横浜市神奈川区青木町6-15 045-441-7701 ○

末永クリニック 221-0061 横浜市神奈川区七島町128 045-401-1520 ○

おおぐり医院 221-0061 横浜市神奈川区七島町127-9 045-430-1105 ○

ななしまクリニック 221-0061 横浜市神奈川区七島町161-5 045-439-7728 ○

（医）医積会コシ産婦人科医院 221-0065 横浜市神奈川区白楽71-8 045-432-2525 ○

（医）中村医院 221-0065 横浜市神奈川区白楽121 045-432-1080 ○

天野医院 221-0071 横浜市神奈川区白幡仲町3-34 045-433-2323 ○

Myクリニックあらき医院 221-0071 横浜市神奈川区白幡仲町47-25 045-642-6411 ○

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

045-548-5166 ○

横浜かんだいじファミリークリニック 221-0801
横浜市神奈川区神大寺1-13-46神
大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ

045-491-2020 ○
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（医）清貴会斎田医院 221-0802 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
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 ○

Myクリニック神戸医院 221-0802 横浜市神奈川区六角橋4-1-1 045-491-0137 ○

若倉診療所 221-0802
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 横浜市神奈川区平川町26-2 045-491-8578 ○

（社福）恩賜財団済生会神奈川県病
院

221-0821 横浜市神奈川区富家町6-6 045-432-1117 ○

（医）村瀬クリニック 221-0822
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
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 横浜市神奈川区西神奈川2-6-1 045-430-3530 ○

（医）篤志会いわた内科クリニック 221-0823
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 横浜市神奈川区反町1-7-5 045-320-3231 ○

（医）つくし会川久保診療所 221-0831 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 横浜市神奈川区桐畑8-3 045-323-3870 ○

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

045-312-2323 ○

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

045-317-3808 ○

消化器内科横浜むらきクリニック 221-0835
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 横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6 045-313-0007 ○

福永クリニック 221-0841 横浜市神奈川区松本町1-3-45 045-321-6321 ○

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

045-312-1212 ○

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

045-534-8044 ○

まつうら小児科内科 221-0851 横浜市神奈川区三ﾂ沢中町8-6 045-321-3171 ○

井上医院 221-0852 横浜市神奈川区三ﾂ沢下町10-10 045-324-2228 ○

（医）にしかわ医院 221-0852
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 ○

赤尾内科クリニック 221-0852 横浜市神奈川区三ﾂ沢下町11-22 045-548-3163 ○

西菅田クリニック 221-0864
横浜市神奈川区菅田町488西菅田
団地4-3-102

045-472-7711 ○

（医）恵正会薩田内科クリニック 221-0864 横浜市神奈川区菅田町2647 045-477-4022 ○

新横浜リハビリテーション病院 221-0864 横浜市神奈川区菅田町2628-4 045-474-5511 ○
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これむら医院 221-0865 横浜市神奈川区片倉4-3-7 045-491-3491 ○

牧クリニック 221-0865
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 ○

名倉内科クリニック 221-0865
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 ○

福澤クリニック 221-0865
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
横浜市神奈川区片倉2-1-21大石
医療ﾋﾞﾙ2F

045-488-3737 ○

（医）松田グループ　松田クリニック 225-0001 横浜市青葉区美しが丘西2-6-3 045-909-0130 ○

（医）ヒーリングハート ホワイトレ
ディースクリニック

225-0001 横浜市青葉区美しが丘西2-6-2 045-905-1181 ○

桑原クリニック 225-0002 横浜市青葉区美しが丘3-32-5 045-901-1234 ○

小澤クリニック 225-0002
横浜市青葉区美しが丘1-9-1平野
ﾋﾞﾙ2F

045-902-1154 ○

有本小児科内科 225-0002
横浜市青葉区美しが丘2-20-18ﾄﾞ
ﾑｽ有本101

045-901-6870 ○

いとう横浜クリニック 225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-17-2 045-902-9201 ○

うしく整形外科クリニック 225-0002 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 横浜市青葉区美しが丘1-23-1 045-905-2401 ○

横浜内科おなかクリニック 225-0002
横浜市青葉区美しが丘2-14-4 KM
ﾋﾞﾙ2階

045-901-2232 ○

吉武クリニック 225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-17-12 045-901-1622 ○

あざみ野クリニック 225-0003 横浜市青葉区新石川1-14-6 045-901-6545 ○

高田内科胃腸科医院 225-0003 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
横浜市青葉区新石川3-15-16TMI
ﾋﾞﾙ202

045-910-0115 ○

新石川クリニック 225-0003 横浜市青葉区新石川1-7-1 045-905-5266 ○

たかはしハートクリニック 225-0003 横浜市青葉区新石川2-4-16-3F 045-530-5635 ○

（医）ゆうあい会土屋記念クリニック 225-0003
横浜市青葉区新石川1-9-8ｱｲｹｰ
ﾋﾞﾙ1F

045-911-3232 ○

（医）博慈会 青葉さわい病院 225-0004 横浜市青葉区元石川町4300 045-901-0025 ○

藤本内科クリニック 225-0005
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 ○

順伸クリニック小児科・眼科 225-0005
横浜市青葉区荏子田2-2-9ｱﾄﾞﾊﾞﾝ
ｽﾋﾞﾗ2F

045-902-8818 ○

よしむら内科クリニック 225-0005 横浜市青葉区荏子田1-3-3 045-902-1121 ○

（医）緑十字クリニック 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-19-10 045-902-3220 ○

（医）健生会長浜医院 225-0011
横浜市青葉区あざみ野4-2-4ﾑ･ｳ
21ﾋﾞﾙ

045-901-2525 ○

9/21ページ



令和3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

柴田医院 225-0011 横浜市青葉区あざみ野1-31-1 045-904-5226 ○

横山内科・消化器科 225-0011
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）愛希会 あざみ野おさかべクリ
ニック

225-0011
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 ○

横浜青葉脳神経外科クリニック 225-0011
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 ○

橋本内科・循環器内科 225-0011
横浜市青葉区あざみ野2-30あざみ
野三規庭2F

045-905-2530 ○

（医）三和会Ｋクリニック 225-0011
横浜市青葉区あざみ野2-7-11ﾌﾟﾗ
ｾｰﾙ･ヴｨﾗB1

045-903-4108 ○

西川内科医院 225-0011
横浜市青葉区あざみ野1-26-10
ｷｬｯｽﾙあざみ野101

045-901-1241 ○

あいクリニック 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南2-6-29 045-913-1360 ○

荘太郎クリニック 225-0012
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）明芳会 江田記念病院 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-1 045-912-0111 ○

（医）武田クリニック　あざみ野坂の
上クリニック

225-0012 横浜市青葉区あざみ野南2-14-4 045-509-1024 ○

ささき内科・消化器内科 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南4-5-1 045-911-1115 ○

徳岡クリニック 225-0013 横浜市青葉区荏田町477 045-911-6000 ○

まゆみ内科クリニック 225-0013 横浜市青葉区荏田町234-1-1階 045-914-8828 ○

むらたクリニック 225-0014 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 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
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 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 横浜市青葉区すすき野3-1-10 045-901-7766 ○

メディカルクリニックあざみ野 225-0022 横浜市青葉区黒須田33-5 045-978-0455 ○

西山内科皮膚科クリニック 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1062-5ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾊｲﾂ森1F

045-971-3010 ○

（医）杉原クリニック 225-0024
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 ○

松本クリニック 225-0024
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 ○

内野医院 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町330 045-971-1048 ○

（医）吉田会 吉田内科クリニック 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1075-1 045-972-7711 ○

永楽整形外科リウマチ科 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1169-9 045-971-1114 ○

きくち内科 225-0024 横浜市青葉区市が尾町1167-1 045-532-5941 ○
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（医）成仁会市ヶ尾病院 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町23-1 045-511-7811 ○

しろくま内科小児科クリニック 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1156-6ﾏｽﾄ
ﾗｲﾌ市が尾1F

045-973-7755 ○

（医）薫花会　ふるた内科小児科クリ
ニック

225-0025 横浜市青葉区鉄町57-1 045-979-1301 ○

テラス内科クリニック 225-8530
横浜市青葉区新石川2-1-15たま
ﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ ﾘﾝｸﾌﾟﾗｻﾞ3F

045-910-1170 ○

なるみや内科 227-0033
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 横浜市青葉区桂台1-21-61F 045-960-3877 ○

林内科医院 227-0036 横浜市青葉区奈良町1670-79 045-962-8377 ○

（医）慶萩会おかクリニック 227-0036 横浜市青葉区奈良町2913-1-107 045-960-6066 ○

渡辺医院 227-0036 横浜市青葉区奈良町1670-44 045-962-8126 ○

緑協和病院 227-0036 横浜市青葉区奈良町1802 045-962-6666 ○

（医）善岳会 こどもの国安西クリニッ
ク

227-0038
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 ○

のぐち内科・糖尿病内科クリニック 227-0038
横浜市青葉区奈良1-18-1ｱｺﾞｰﾗ
201

045-511-7883 ○

ふじた内科こども医院 227-0041 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 横浜市青葉区藤が丘1-14-72 045-973-1567 ○

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

045-972-1515 ○

山本内科循環器医院 227-0043 横浜市青葉区藤が丘2-19-1-1A 045-971-6088 ○

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

045-978-5152 ○

荻原医院 227-0043 横浜市青葉区藤が丘1-44-8 045-973-3399 ○

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

045-973-0551 ○

大越クリニック 227-0043
横浜市青葉区藤が丘2-4-3藤が丘
会館3F

045-978-5511 ○

さとう内科クリニック 227-0043
横浜市青葉区藤が丘1-28-20ﾌｧ
ﾐｰﾕ2F

045-532-4238 ○ ○ ○

河村内科クリニック 227-0043 横浜市青葉区藤ヶ丘2-31-20 045-507-5255 ○

若草台内科眼科外科クリニック 227-0045 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 横浜市青葉区たちばな台2-7-1 045-961-7835 ○ ○ ○

漢一診療所 227-0047
横浜市青葉区みたけ台44-1ｸﾞﾚｲｽ
ﾑﾗﾀ1F

045-973-3252 ○

（医）啓佑会 宮本内科循環器科クリ
ニック

227-0047
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 ○

菊池医院 227-0052 横浜市青葉区梅が丘9-6 045-971-6274 ○
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かしま内科・循環器内科クリニック 227-0054
横浜市青葉区しらとり台1-10岡部
ﾋﾞﾙ1階

045-981-1171 ○

つつじが丘診療所 227-0055 横浜市青葉区つつじが丘11-4 045-981-3115 ○

原内科医院 227-0055 横浜市青葉区つつじが丘30-1 045-981-1115 ○

(医)芳明会あおば胃腸内科クリニッ
ク

227-0055 横浜市青葉区つつじが丘24-58 045-982-5080 ○

中山医院 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-6-13 045-983-3621 ○

横浜青葉台クリニック 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-19-35 045-988-0631 ○

岩谷産婦人科医院 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-13-11 045-981-3211 ○

白鳥整形外科 227-0062
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 ○

清水内科医院 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-28-2 045-981-7231 ○

リムクリニック 227-0062
横浜市青葉区青葉台1-29-2ﾙﾌﾟﾙ
ﾐｴ2F

045-983-5600 ○

いまむらメディカルクリニック 227-0063
横浜市青葉区榎が丘1-5青木ﾋﾞﾙ4
階

045-984-3053 ○

えのきがおか内科医院 227-0063 横浜市青葉区榎が丘11-3 045-981-6272 ○

（医）染谷医院 227-0064 横浜市青葉区田奈町77-66 045-984-1100 ○

（医）川瀬医院 227-0064 横浜市青葉区田奈町45-6 045-981-3111 ○

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

045-532-9368 ○

池田医院 227-0065 横浜市青葉区恩田町3032-12 045-982-2525 ○

（医）緑栄会 田園都市整形外科クリ
ニック

227-0067
横浜市青葉区松風台13-5ﾗｲﾑﾗｲﾄ
松風台3-1F

045-989-1611 ○

（医）聖和会 横田内科クリニック 227-0067
横浜市青葉区松風台13-5ﾗｲﾑﾗｲﾄ
松風台3

045-984-7755 ○

（財）横浜勤労者福祉協会 汐田総
合病院

230-0001 横浜市鶴見区矢向1-6-20 045-574-1369 ○

林医院 230-0001 横浜市鶴見区矢向2-14-7 045-575-2116 ○

（医）桜英会さくら診療所 230-0001 横浜市鶴見区矢向5-4-34 045-581-6070 ○

（医）南武クリニック 230-0001 横浜市鶴見区矢向4-7-21-401 045-571-8806 ○

神内科 230-0001
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 ○

安藤内科クリニック 230-0001 横浜市鶴見区矢向5-5-15 045-573-3651 ○

須田診療所 230-0001 横浜市鶴見区矢向4-33-10 045-574-2021 ○

佐藤医院 230-0002 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 横浜市鶴見区上末吉5-22-16 045-582-0123 ○
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（医）育成社佐々木病院 230-0012 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 横浜市鶴見区下末吉1-21-22 045-571-4356 ○

つるみクローバークリニック 230-0012
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 ○

橋爪医院 230-0015 横浜市鶴見区寺谷2-13-7 045-581-3064 ○

橋本クリニック 230-0015 横浜市鶴見区寺谷2-6-16 045-581-7700 ○

(医)朋山会 山田医院 230-0015 横浜市鶴見区寺谷1-3-2-1F 045-581-3387 ○

北台診療所 230-0016 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 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 横浜市鶴見区市場西中町2-2 045-501-5361 ○

（医）畑医院 230-0023 横浜市鶴見区市場西中町6-23 045-501-2019 ○

芝山内科 230-0025 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 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 横浜市鶴見区平安町1-36-2 045-500-2133 ○

きむら記念クリニック 230-0037 横浜市鶴見区向井町3-76-10 045-501-7400 ○

（医）北クリニック 230-0038 横浜市鶴見区栄町通3-35-10 045-501-8575 ○

渡辺医院 230-0041 横浜市鶴見区潮田町3-133-2 045-501-6457 ○

森山病院 230-0041 横浜市鶴見区潮田町3-145-4 045-501-1479 ○

稲森医院 230-0042 横浜市鶴見区仲通り1-58-7-1F 045-501-3537 ○

(医)協友会横浜鶴見リハビリテー
ション病院

230-0047 横浜市鶴見区下野谷町4-145-1 045-503-2000 ○

蘇内科クリニック 230-0048 横浜市鶴見区本町通1-6 045-508-1871 ○

（財）横浜勤労者福祉協会うしおだ
診療所

230-0048 横浜市鶴見区本町通1-16-1 045-521-5147 ○

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

045-506-5554 ○

（医）衆和會 さなだ医院 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-2-3 045-501-1117 ○

医療法人秋陽記念会 あしほ総合ク
リニック

230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-10 045-508-3611 ○

鶴見循環器クリニック 230-0051
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 ○

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

045-501-1070 ○

（医）友輝会ひのわクリニック鶴見 230-0051
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 ○
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（医）渡部クリニック 230-0051
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 ○

鶴見東口やはらクリニック 230-0051
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 ○

坂本クリニック 230-0052 横浜市鶴見区生麦5-6-2 045-505-0347 ○

生麦病院 230-0052 横浜市鶴見区生麦1-14-21 045-521-1191 ○

（医）真善会 石井医院 230-0052 横浜市鶴見区生麦5-8-44 045-501-5531 ○

矢野医院 230-0062 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
横浜市鶴見区豊岡町17-19大倉ﾋﾞ
ﾙ2F

045-581-4489 ○

（医）内科小児科前広医院 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町10-7 045-571-2333 ○

くらた内科クリニック 230-0062
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
横浜市鶴見区豊岡町3-17 朝日生
命ﾋﾞﾙ4階

045-580-1231 ○

さいわい鶴見病院 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町21-1 045-581-6791 ○

鶴見駅前リウマチ・内科クリニック 230-0062
横浜市鶴見区豊岡町17-2互省ﾋﾞﾙ
2階

045-716-6533 ○

（医）望星会鶴見西口病院 230-0063 横浜市鶴見区鶴見1-12-31 045-581-2573 ○

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

045-584-8733 ○

ふくし内科クリニック 230-0071 横浜市鶴見区駒岡4-18-20 045-573-7191 ○

恵愛内科クリニック 230-0071
横浜市鶴見区駒岡3-18-5ﾒｿﾞﾝﾕｳ
ﾕｳ1F

045-834-7339 ○

（医）宮川医院 230-0074 横浜市鶴見区北寺尾6-7-19 045-585-5505 ○

（医）一灯会クリニック寺尾 230-0076 横浜市鶴見区馬場4-40-12 045-571-0792 ○

（医）古賀クリニック 230-0076 横浜市鶴見区馬場7-30-1 045-582-0261 ○

福村クリニック 230-0076 横浜市鶴見区馬場3-22-12 045-571-7464 ○

（医）鶴昭会山崎医院 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾6-32-15 045-581-4003 ○

（医）康心会ふれあい鶴見ホスピタ
ル

230-0077 横浜市鶴見区東寺尾4-4-22 045-586-1717 ○

飯山医院 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾5-3-12 045-582-9755 ○

松澤内科・糖尿病クリニック 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾4-16-19 045-571-0281 ○

(医)優輝会こばやし内科クリニック 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾1-3-12-2F 045-834-8735 ○

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

045-580-0030 ○

天野クリニック 230-0078 横浜市鶴見区岸谷1-17-7 045-581-0082 ○
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山口医院 224-0001 横浜市都筑区中川1-5-9 045-912-2188 ○

リンクスメンタルクリニック 224-0001
横浜市都筑区中川1-10-2 中川ｾ
ﾝﾀｰﾋﾞﾙ303

045-912-5851 ○ ○ ○

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

045-910-0933 ○

しんぼこどものクリニック 224-0001 横浜市都筑区中川1-10-33 045-913-0501 ○

（医）仁徳会 上林クリニック 224-0001
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 ○

横浜つづきクリニック 224-0001
横浜市都筑区中川1-20-18ｴﾊﾞｰﾗ
ｽﾃｨﾝｸﾞ204

045-913-5062 ○

（医）蓬莱 中川駅前内科クリニック 224-0001
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 ○

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

045-914-4159 ○

センター北ねがみクリニック 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-33-19 045-911-7111 ○

（医）センター北伊藤内科 224-0003
横浜市都筑区中川中央1-39-29
ｸﾞﾚｲｽﾏﾝｼｮﾝ207

045-910-1108 ○

（医）都筑会 つづきレディスクリニッ
ク

224-0003
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
横浜市都筑区中川中央1-28-
20CKﾋﾞﾙ2F

045-910-6222 ○

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

045-910-1313 ○

深澤りつクリニック 224-0003
横浜市都筑区中川中央1-28-
20CKﾋﾞﾙ3F

045-914-6330 ○

坊クリニック 224-0003
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 ○

グッドライフクリニック 224-0003
横浜市都筑区中川中央1-39-44-
2F

045-913-1333 ○

片山クリニック 224-0006 横浜市都筑区荏田東3-6-4 045-941-6663 ○

弘中内科小児科 224-0006 横浜市都筑区荏田東3-6-7 045-941-6556 ○

(医)ヒューマントラストクリニックすず
き

224-0006
横浜市都筑区荏田東4-8-5ﾌﾟﾗｻﾞ
都筑1F

045-948-3306 ○

（医）正友会 浜クリニック 224-0006 横浜市都筑区荏田東4-3-19 045-942-7783 ○

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

045-942-7771 ○

小川メディカルクリニック 224-0007 横浜市都筑区荏田南3-37-15-2F 045-943-6566 ○

(医)すみれ会小林クリニック 224-0013 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 横浜市都筑区すみれが丘6-3 045-592-5050 ○

（医）山下小児科クリニック 224-0021 横浜市都筑区北山田3-18-15 045-593-9770 ○

(医)創光会松浦内科 224-0021
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

横浜市都筑区北山田1-9-
3EKINIWA KITAYAMATA1階D-E
号室

045-590-0389 ○
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北山田クリニック 224-0021
横浜市都筑区北山田2-3-7ｳｴｽﾄｽ
ｸｴｱ1F

045-719-7620 ○

港北エヌティークリニック 224-0021
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 横浜市都筑区東山田町281 045-591-4273 ○

（医）岸胃腸科外科 224-0026 横浜市都筑区南山田町4614 045-592-6246 ○

水野クリニック 224-0026 横浜市都筑区南山田町4258 045-593-4040 ○

港北メディカルクリニック 224-0027 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 横浜市都筑区南山田2-18-2-1F 045-590-5766 ○

センター南クリニック 224-0032
横浜市都筑区茅ｹ崎中央8-36松
本ﾋﾞﾙA-201

045-943-3700 ○

（医）山崎会 山崎消化器クリニック 224-0032
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 ○

（医）おやま内科クリニック 224-0032
横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-1 ﾀｳ
ﾝｽｸｴｱ2F

045-944-1313 ○

ピュアライフメディカルクリニック 224-0032
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 ○

センター南駅前　内科おなかクリ
ニック

224-0032
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 ○

(医)圭庄会ただ内科 224-0032
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 ○

（医）松井会松井クリニック 224-0034 横浜市都筑区勝田町324-3 045-591-2655 ○

内科・消化器科林医院 224-0034 横浜市都筑区勝田町1297 045-942-3302 ○

田﨑医院 224-0035 横浜市都筑区新栄町14-1 045-592-8970 ○

（医）大山クリニック 224-0037
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 横浜市都筑区茅ヶ崎南5-4-17 045-479-7046 ○

桜並木医院 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-11-2 045-947-1772 ○

（医）常盤会森田クリニック 224-0041
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）おおくぼ小児科 224-0041
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 ○

都筑あずま内科リウマチ科 224-0041 横浜市都筑区仲町台2-9-12 045-943-0088 ○

くまべ循環器科・内科クリニック 224-0041
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 ○

（医）ほがらか会仲町台駅前まつの
ぶクリニック

224-0041
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 ○

（医）朝菊会クリニック池辺 224-0053 横浜市都筑区池辺町2218 045-941-1118 ○

サイ・クリニック 224-0053 横浜市都筑区池辺町2443-1 045-933-1887 ○

山王クリニック 224-0053 横浜市都筑区池辺町4093 045-934-5121 ○
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佐江戸内科循環器科 224-0054
横浜市都筑区佐江戸町823-1ｻﾝ
ｺｰﾄ中山101

045-350-8392 ○

つづきの家診療所 224-0054 横浜市都筑区佐江戸町509-6 045-937-6065 ○

（医）川和クリニック 224-0057 横浜市都筑区川和町995-5 045-934-1114 ○

（医）若葉会　つづき病院 224-0057 横浜市都筑区川和町2674-83 045-941-3380 ○

林クリニック 224-0057
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
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）田園会デンエンクリニック 224-0062 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 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
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
横浜市都筑区高山1-45 沖商事ﾋﾞ
ﾙ102号

045-941-0082 ○

おやま内科消化器内科 240-0002
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 ○

神奈川県労働衛生福祉協会 240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町 2-44-9 045-335-6901 ○ ○ ○

医療法人社団健友会ライオンメディ
カルクリニック

240-0003
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
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
横浜市保土ヶ谷区天王町1-27-7
大岸ﾋﾞﾙ1F

045-340-2755 ○

(医)悠総会天王町レディースクリニッ
ク

240-0003
横浜市保土ｹ谷区天王町2-36-8ｼ
ﾚｰﾅS 2F

045-442-6137 ○

天王町セントラルクリニック 240-0003
横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-8
伊勢政ﾋﾞﾙ1階

045-336-0066 ○

（医）愛政会宮川内科小児科医院 240-0004
横浜市保土ヶ谷区岩間町1-4-1-
2F

045-331-2478 ○

（医）大和田医院 240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町2-144 045-331-0037 ○

吉田クリニック 240-0006 横浜市保土ヶ谷区星川1-15-20 045-341-2231 ○

（医）藤沢クリニック 240-0006 横浜市保土ヶ谷区星川3-8-1 045-334-5540 ○

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

045-336-2662 ○

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

045-342-0086 ○

小泉クリニック 240-0006 横浜市保土ヶ谷区星川1-4-5-1F 045-331-3325 ○

（医）星川ひろクリニック 240-0006
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 ○

足立医院 240-0013 横浜市保土ヶ谷区帷子町1-16 045-331-7233 ○

（医）せいれい会 あだち小児科 240-0013 横浜市保土ヶ谷区帷子町1-14 045-333-0810 ○

17/21ページ



令和3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

タカオメディカルクリニック 240-0013
横浜市保土ヶ谷区帷子町2-85 天
下堂ﾋﾞﾙ

045-331-3406 ○

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

045-334-1122 ○

街のクリニック 240-0015 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
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-
27

045-710-5520 ○

（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 横浜市保土ヶ谷区岩井町222-1 045-712-3521 ○

保土ケ谷クリニック 240-0023 横浜市保土ヶ谷区岩井町11 045-331-5941 ○

（財）育生会横浜病院 240-0025 横浜市保土ヶ谷区狩場町200-7 045-712-9921 ○

冠木小児科 240-0025 横浜市保土ヶ谷区狩場町464 045-731-6996 ○

川村クリニック 240-0026 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
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 横浜市保土ヶ谷区今井町69 045-351-5868 ○

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

045-352-4482 ○

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

045-355-6550 ○

砂川医院 240-0036
横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘1-26-
16

045-351-3111 ○

（医）誠和会古川医院 240-0041 横浜市保土ヶ谷区東川島町20-19 045-381-0604 ○

東川島診療所 240-0041 横浜市保土ヶ谷区東川島町15-6 045-373-9899 ○

篠崎医院 240-0042 横浜市保土ヶ谷区上星川3-15-5 045-371-0038 ○

片桐医院 240-0042 横浜市保土ヶ谷区上星川1-6-12 045-381-0355 ○

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

045-340-1815 ○

中谷医院 240-0045 横浜市保土ヶ谷区川島町1485 045-373-5820 ○

（医）くぬぎ台診療所 240-0045
横浜市保土ヶ谷区川島町1404くぬ
ぎ台団地1‐5‐103

045-371-5278 ○

北原医院 240-0051 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
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 横浜市保土ヶ谷区西谷町1018-2 045-370-5361 ○

藤田医院 240-0053 横浜市保土ヶ谷区新井町465-1 045-381-0480 ○

（医）松山会ﾗｲﾌﾓｱｸﾘﾆｯｸ 240-0053 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 横浜市保土ヶ谷区新井町454-1 045-372-3131 ○
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（医）浅野医院 240-0054 横浜市保土ｹ谷区西谷3-23-33 045-371-3018 ○

くろだ内科医院 240-0054
横浜市保土ｹ谷区西谷4-3-19吉
田ﾋﾞﾙ1階

045-370-1101 ○

（医）大志会小川内科クリニック 240-0054 横浜市保土ｹ谷区西谷3-12-26 045-371-3014 ○

（医）晃徳会横山医院 240-0064 横浜市保土ヶ谷区峰岡町2-118 045-331-3296 ○

ゆずりはクリニック 240-0064
横浜市保土ｹ谷区峰岡町1-13-1
津村ﾋﾞﾙ1階

045-459-6391 ○

中村内科クリニック 240-0065
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 ○

（医）伊純会診療所スカイ 240-0067 横浜市保土ヶ谷区常磐台84-2 045-348-2306 ○

ときた内科クリニック 240-0067 横浜市保土ヶ谷区常盤台55-19 045-744-5525 ○

聖隷横浜病院 240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 045-715-3111 ○

聖隷横浜病院 240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町 215 045-715-3158 ○ ○ ○

横浜保土ケ谷中央病院 240-8585 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 045-331-1251 ○

（医）一誠会 福村内科 226-0002
横浜市緑区東本郷4-1-22ﾌﾟﾛｸﾞﾚｾ
鴨居1F

045-471-7766 ○

（医）青葉会牧野記念病院 226-0003 横浜市緑区鴨居2-21-11 045-933-4111 ○

（医）鴨居病院 226-0003 横浜市緑区鴨居5-27-10 045-933-1911 ○

（医）一曜会 鴨居小児科内科医院 226-0003 横浜市緑区鴨居1-3-13-107 045-935-3281 ○

（医）研医会かもいホームクリニック 226-0003 横浜市緑区鴨居4-3-15 045-932-4790 ○

みよしクリニック 226-0003
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 横浜市緑区鴨居4-2-31 045-929-4114 ○

（医）恵生会竹山病院 226-0005 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
横浜市緑区白山2-3-11ｶｻﾍﾞﾙﾃﾞ
横濱1F-2

045-937-2722 ○

有田医院 226-0013 横浜市緑区寺山町89ｸﾚﾌ中山1F 045-931-1133 ○

田口メディカルクリニック 226-0014
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
横浜市緑区三保町1803-1ﾌﾚﾝｽﾞﾅ
ｶﾔﾏB-102

045-936-0034 ○

（医）研医会 霧が丘整形外科皮膚
科

226-0016 横浜市緑区霧が丘4-22-9 045-921-8989 ○

平本医院 226-0016 横浜市緑区霧が丘1-24-3 045-923-0868 ○

ほんだクリニック 226-0016 横浜市緑区霧が丘3-2-9 045-920-0750 ○

白神医院 226-0016 横浜市緑区霧が丘3-8-1 045-920-0881 ○
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かたの整形外科クリニック 226-0016 横浜市緑区霧が丘4-13-1 045-924-0560 ○

小林内科医院 226-0016 横浜市緑区霧が丘5-25-6 045-922-1188 ○

やまがみ内科医院 226-0018
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 横浜市緑区長津田みなみ台4-4-4 045-988-1507 ○

みなみレディースクリニック 226-0018 横浜市緑区長津田みなみ台1-1-5 045-482-7373 ○

とおまファミリークリニック 226-0019 横浜市緑区中山1-29-8 045-931-8111 ○

（医）研医会二宮整形外科 226-0019
横浜市緑区中山4-31-23ﾙ･ﾁｰﾄﾋﾞ
ﾙ203号

045-934-3434 ○

（医）宏仁会柴田整形外科 226-0019
横浜市緑区中山1-6-1ﾐﾖｼｽﾞｼｰﾄﾞ
ﾋﾞﾙ302

045-935-3880 ○

（医）英和会 坂本内科胃腸科クリ
ニック

226-0019
横浜市緑区中山1-6-1ﾐﾖｼｽﾞｼｰﾄﾞ
ﾋﾞﾙ402

045-935-7811 ○

（医）淳和会 楠原医院 226-0019 横浜市緑区中山3-34-38 045-933-2561 ○

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

045-507-8715 ○

中山駅南口内科クリニック 226-0019 横浜市緑区中山4-41-1-2F 045-929-5557 ○

あおいクリニック 226-0019
横浜市緑区中山1-6-7ｸﾞﾚｰｽﾒｿﾞﾝ
1階

045-935-1133 ○

（医）心叡会 さいとうクリニック 226-0021 横浜市緑区北八朔町1208-1 045-932-6555 ○

みどりの家診療所 226-0022 横浜市緑区青砥町220-1 045-937-6102 ○

岩波胃腸科外科医院 226-0022 横浜市緑区青砥町1122 045-932-3806 ○

よこはまあおとクリニック 226-0022 横浜市緑区青砥町879-2 045-482-7567 ○

夏目クリニック 226-0025 横浜市緑区十日市場町819-3 045-984-2711 ○

（医）三喜会 横浜新緑総合病院 226-0025 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
横浜市緑区十日市場町800-3ｴﾃﾙ
ﾅⅢ3F

045-981-2892 ○

（財）横浜勤労者福祉協会 みどり野
診療所

226-0025 横浜市緑区十日市場町915-14 045-981-7222 ○

山田クリニック 226-0025
横浜市緑区十日市場町802-1田中
ﾋﾞﾙ402

045-988-5752 ○

いのうち内科クリニック 226-0025 横浜市緑区十日市場町901-12 045-981-4513 ○

（医）健信会 田村内科クリニック 226-0025
横浜市緑区十日市場町804-2ﾎｰﾒ
ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ十日市場西館101

045-989-6388 ○

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

045-989-3588 ○

（社）日本厚生団長津田厚生総合病
院

226-0027 横浜市緑区長津田4-23-1 045-981-1205 ○

よしだ健康ケアクリニック 226-0027 横浜市緑区長津田2-5-14 045-988-0775 ○
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横浜ながつた内科・呼吸器クリニック 226-0027 横浜市緑区長津田4-11-14 045-989-5822 ○

あかおぎ内科リウマチクリニック 226-0027 横浜市緑区長津田4-2-18-2F 045-988-8080 ○

（医）TOWA長津田ファミリークリニッ
ク

226-0027
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 ○

長津田駅前胃腸内科 226-0027
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 ○

しらはた胃腸肛門クリニック横浜 226-0027 横浜市緑区長津田5-6-32 045-985-5550 ○

野村医院 226-0028 横浜市緑区いぶき野8-15 045-981-2568 ○
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