
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）

関根医院 243-0301 愛甲郡愛川町角田1345-1 046-286-5431 ○

愛川北部病院 243-0301 愛甲郡愛川町角田281-1 046-284-2323 ○

熊坂外科・内科医院 243-0303 愛甲郡愛川町中津7417 046-285-1139 ○

ユノクリニック 243-0303 愛甲郡愛川町中津818-1 046-284-2111 ○

さくらクリニック 243-0303 愛甲郡愛川町中津1814-1 046-284-1002 ○

岡本医院 243-0307 愛甲郡愛川町半原4431 046-281-0114 ○

石井医院 243-0307 愛甲郡愛川町半原2266-1 046-281-2105 ○

八木クリニック 243-0307 愛甲郡愛川町半原2724-1 046-280-1888 ○

綾瀬ライフスタイル　クリニック 252-0016 綾瀬市深谷中1-16-35 0467-71-0307 ○

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

比留川医院 252-1106 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 綾瀬市深谷中1-4-16 0467-71-5118 ○

紀医院 252-1107 綾瀬市深谷中6-19-18 0467-78-0327 ○

綾瀬消化器内科クリニック 252-1107 綾瀬市深谷中1-16-35 2F 0467-50-0422 ○

医療法人ONE　きくち総合診療クリ
ニック

252-1107
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 綾瀬市深谷上2-3-12 0467-77-7111 ○

島田外科・内科 252-1113 綾瀬市上土棚中6-14-26 0467-76-0006 ○

医療法人社団慈広会 矢崎胃腸外
科

252-1113 綾瀬市上土棚中1-1-16 0467-76-6211 ○

医療法人社団敬愛会 吉崎医院 252-1114 綾瀬市上土棚南6-4-5 0467-78-8854 ○

菅原医院 252-1122 綾瀬市小園南1-11-13 0467-77-0885 ○

市川医院 252-1134 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 綾瀬市寺尾釜田1-1-8 0467-79-8348 ○

海老名駅前内科クリニック 234-0436
海老名市扇町3-6 MACｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ
2F

046-206-6711 ○

もり整形外科眼科 243-0401 海老名市東柏ヶ谷2-29-16-101 046-234-5565 ○

さがみ野内科・呼吸器 クリニック 243-0401 海老名市東柏ヶ谷4-12-4 2F 046-240-1180 ○

湘陽かしわ台病院 243-0402 海老名市柏ヶ谷584-2 046-236-6355 ○

かしわ台駅前クリニック 243-0402 海老名市柏ｹ谷1052-2 046-234-1234 ○
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特定保健指導
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支援
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海老名中央医院 243-0405 海老名市国分南3-6-17 046-231-4776 ○

大澤クリニック 243-0406 海老名市国分北1-4-16 046-235-5000 ○

やよいクリニック 243-0406 海老名市国分北1-38-28 046-233-8419 ○

宍戸医院 243-0413 海老名市国分寺台5-13-11 046-231-7823 ○

内科小児科北川医院 243-0413 海老名市国分寺台1-18-1 046-232-0550 ○

横山クリニック 243-0413 海老名市国分寺台5-13-1 046-232-6767 ○

のざわ小児科内科医院 243-0414 海老名市杉久保1715-8 046-238-9957 ○

オアシス湘南病院 243-0416 海老名市中河内1227-1 046-238-6262 ○

オアシス湘南クリニック 243-0416 海老名市中河内1275 046-237-3733 ○

海老名あおばクリニック 243-0417 海老名市本郷2209-2 046-238-6246 ○

えびな桂冠内科クリニック 243-0417 海老名市本郷2666-1 046-239-3900 ○

大島クリニック 243-0422 海老名市中新田24 046-236-3000 ○

今里クリニック 243-0423 海老名市今里1-10-12 046-232-8222 ○

玉井小児科神経クリニック 243-0431 海老名市上今泉4-13-18 046-233-7005 ○

つげの木内科クリニック 243-0432 海老名市中央1-19-33 046-259-8330 ○

腎健クリニック 243-0432 海老名市中央1-8-6 046-231-8151 ○

三宅胃腸科外科 243-0434 海老名市扇町2-1 046-233-2555 ○

西村整形外科 243-0434 海老名市扇町2-2 046-233-1515 ○

えびな脳神経外科 243-0435 海老名市下今泉4-2-14 046-236-2188 ○

近藤病院 243-0001 厚木市東町3-3 046-221-2375 ○

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

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

佐々木内科クリニック 243-0004 厚木市水引2-1-14 046-221-0088 ○

厚木整形外科 243-0013 厚木市泉町3-5 ﾌｫｰﾗﾑﾋﾞﾙ2F 046-228-3336 ○

本厚木メディカルクリニック 243-0013 厚木市泉町3-14 東友ﾋﾞﾙ3F 046-227-6211 ○

厚木循環器・内科クリニック 243-0013 厚木市泉町3-5 厚木ﾌｫｰﾗﾑﾋﾞﾙ3F 046-227-3015 ○

新井医院 243-0014 厚木市旭町1-27-5 MSﾋﾞﾙ3階 046-229-4341 ○
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笹生循環器クリニック 243-0014 厚木市旭町5-47-1 046-227-1919 ○

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

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

046-228-2002 ○

高野クリニック 243-0014 厚木市旭町1-15-16 千幸ﾋﾞﾙ8F 046-227-1177 ○

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

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

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

杉浦医院 243-0018 厚木市中町1-8-6 046-221-0121 ○

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

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

046-221-4114 ○

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

046-222-8124 ○

イオン厚木オアシス診療所 243-0018 厚木市中町1-5-10 ｲｵﾝ厚木1F 046-297-4123 ○

山口胃腸科クリニック 243-0018 厚木市中町3-18-19 046-222-0526 ○

あつぎ内視鏡・内科クリニック 243-0018
厚木市中町3-12-1 厚木国際ﾋﾞﾙ7
階

046-223-4976 ○

あつぎファミリークリニック 243-0018 厚木市中町1-6-7 046-221-1115 ○

本厚木かかりつけクリニック 243-0018 厚木市中町3-1-15 046-297-1919 ○

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

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

高橋内科医院 243-0022 厚木市酒井2537 046-229-0188 ○

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

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

トレリス内科クリニック 243-0031 厚木市戸室5-31-1 3階 046-200-9628 ○

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

落合医院 243-0033 厚木市温水1016 046-247-1577 ○

東名厚木メディカルサテライトクリ
ニック

243-0034 厚木市船子224 046-229-1937 ○ ○ ○

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

重田内科医院 243-0035 厚木市愛甲1-5-9 芦川ﾋﾞﾙ2階 046-247-0027 ○

3/14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

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

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

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

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

亀田森の里病院 243-0122 厚木市森の里3-1-1 046-247-2121 ○

徳武クリニック 243-0122 厚木市森の里1-35-1 046-258-9029 ○

厚木佐藤病院 243-0125 厚木市小野759 046-247-1211 ○

あらかわクリニック 243-0201 厚木市上荻野1164-1 046-241-1616 ○

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

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

厚木ハートケアクリニック 243-0203
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 厚木市下荻野421 046-241-1205 ○

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

鳶尾診療所 243-0204 厚木市鳶尾2-25-2-106 046-241-7100 ○

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

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

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

松田内科クリニック 243-0213 厚木市飯山2119-7 ｸﾗｳﾄﾞⅠ-1F 046-243-5225 ○

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

箕浦メディカルクリニック 243-0804 厚木市関口823-1 046-245-0146 ○

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

丸山内科クリニック 243-0813 厚木市妻田東2-30-38 046-221-6480 ○

厚木胃腸科医院 243-0814 厚木市妻田南1-16-36 046-223-1155 ○

妻田内科クリニック 243-0815 厚木市妻田西3-17-8 046-223-3121 ○

もうえクリニック 243-0815 厚木市妻田西3-13-36 046-297-6222 ○

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

湘南厚木病院 243-8551 厚木市温水118-1 046-223-7815 ○ ○ ○
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相模台検診クリニック 252-0001 座間市相模が丘6-27-43 046-256-9235 ○

医療法人嘉仁会　入澤クリニック 252-0001 座間市相模が丘1-18-26 042-748-7131 ○

武長眼科 252-0001 座間市相模が丘5-42-10 042-741-1324 ○

鴇田医院 252-0001 座間市相模が丘3-53-10 046-251-2205 ○

医療法人社団有智会 相模が丘内
科

252-0001 座間市相模が丘5-42-10 042-742-6866 ○

塚原クリニック 252-0001
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 ○

佐藤内科 252-0001 座間市相模が丘4-19-18 046-252-1777 ○

前田医院 252-0003 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 座間市さがみ野3-1-12 046-253-1234 ○

新井眼科 252-0011 座間市相武台1-34-23 046-254-5685 ○

馬來内科胃腸外科 252-0011 座間市相武台2-38-31 046-255-3228 ○

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

医療法人社団　フルヤクリニック　降
矢医院

252-0011 座間市相武台3-18-51 046-251-1364 ○

医療法人社団洋和会　相武台メディ
カルクリニック

252-0011 座間市相武台3-27-60 046-255-3003 ○

医療法人社団忠優会　相武台外科
胃腸科医院

252-0011 座間市相武台1-26-24 046-254-3221 ○

医療法人社団恵優会　相武台ニー
レンクリニック

252-0011 座間市相武台1-35-10 046-298-2552 ○

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

046-257-7737 ○

まきた眼科座間院 252-0012
座間市広野台2-10-4ｲｵﾝﾓｰﾙ座
間2F

046-204-5771 ○

医療法人社団一真会 座間厚生病
院

252-0013 座間市栗原912-2 046-255-3211 ○

くりはらメディカル　クリニック 252-0013 座間市栗原1199-4 046-200-9898 ○

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

マザーホームクリニック 252-0021 座間市緑ヶ丘2-1-15-3 046-204-5621 ○

竹川胃腸科医院 252-0023 座間市立野台2-3-6 046-254-3166 ○

立野台内科クリニック 252-0023 座間市立野台3-14-5 046-204-9222 ○

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

医療法人　宮本内科小児科 252-0028 座間市入谷東2-6-23 046-255-5222 ○

内山外科整形外科 252-0028 座間市入谷東2-32-6 046-253-4333 ○
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ざま眼科クリニック 252-0029 座間市入谷西3-19-23 046-251-6234 ○

さとだ内科クリニック 252-0029
座間市入谷西3-18-1 座間駅前ｸﾘ
ﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

046-298-0066 ○

小田内科クリニック 252-0103 相模原市緑区原宿南1-9-1 042-851-2391 ○

にしもと脳神経外科クリニック 252-0104
相模原市緑区向原4-2-3 ｺﾋﾟｵ相
模原ｲﾝﾀｰ内

042-782-3005 ○

広瀬病院 252-0105 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 相模原市緑区川尻1424-1 042-783-8377 ○

羽田内科クリニック 252-0124 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
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
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 相模原市緑区下九沢1779-1 042-763-0075 ○

相和病院 252-0135 相模原市緑区大島1752 042-761-2331 ○

山本医院 252-0135 相模原市緑区大島3263-1 042-761-9381 ○

晃友内科整形外科 252-0135 相模原市緑区大島1585-5 042-760-6200 ○

よしむらクリニック 252-0135 相模原市緑区大島866-3 042-764-6633 ○

晃友上九沢クリニック 252-0136
相模原市緑区上九沢4 市営上九
沢団地

042-764-2400 ○

真島医院 252-0137 相模原市緑区二本松4-24-32-2 042-772-3791 ○

浮田医院 252-0137 相模原市緑区二本松1-6-2 042-772-7371 ○

相原病院 252-0141 相模原市緑区相原5-12-5 042-772-3100 ○

橋本クリニック 252-0143 相模原市緑区橋本3-21-5 042-773-1571 ○

矢田内科小児科医院 252-0143
相模原市緑区橋本2-3-6吉美ﾋﾞﾙ
2F

042-772-1310 ○

橋本みなみ内科本院 252-0143 相模原市緑区橋本7-5-1 042-700-3712 ○

長谷川レディースクリニック 252-0143
相模原市緑区橋本2-3-6吉美ﾋﾞﾙ
3F

042-700-5680 ○

鈴木内科･循環器科 252-0143
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 相模原市緑区橋本6-32-10 042-772-1561 ○

岡部クリニック 252-0143 相模原市緑区橋本3-15-4 042-771-3387 ○

はまくぼクリニック 252-0143
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 ○

ＪＡ健康管理センターさがみはら 252-0143
相模原市緑区橋本6-1-14THE
HASHIMOTO TOWER

042-772-3296 ○ ○ ○
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しなだ呼吸器循環器クリニック 252-0143
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 ○

橋本医院 252-0143 相模原市緑区橋本5-13-2 042-774-4686 ○

はしもと南口クリニック 252-0143 相模原市緑区橋本1-17-20 042-700-8025 ○

りつの内視鏡クリニック 252-0143 相模原市緑区橋本6-12-7 042-703-8088 ○

西脇医院 252-0143 相模原市緑区橋本4-5-12 042-771-5255 ○

山内メディカルクリニック 252-0143
相模原市緑区橋本2-11-12 ﾄﾗｲｱ
ﾝｸﾞﾙﾋﾞﾙ1F

042-703-8982 ○

りつの医院 252-0144 相模原市緑区東橋本2-19-9 042-773-3322 ○

りつの本医院 252-0144 相模原市緑区東橋本1-5-12 042-773-1577 ○

みずじゅんクリニック 252-0146 相模原市緑区大山町1-22 042-812-5949 ○

りつのクリニック 252-0155 相模原市緑区鳥屋1162-1 042-785-0055 ○

相模原赤十字病院 252-0157 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 相模原市緑区中野 256 042-784-2429 ○ ○ ○

森田病院 252-0159 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 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 相模原市緑区青根1837-1 042-787-2834 ○

梶原医院 252-0171 相模原市緑区与瀬1091 042-685-0611 ○

原田医院 252-0172 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 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 相模原市緑区若柳1207 042-685-0017 ○

相模原市立藤野診療所 252-0184 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 相模原市緑区日連1037-1 042-687-2005 ○

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

042-753-7603 ○

斉藤医院 252-0203 相模原市中央区東淵野辺1-13-11 042-786-1770 ○

ひぐち内科・消化器 252-0203 相模原市中央区東淵野辺5-8-9 042-704-9370 ○

渕野辺総合病院 252-0206 相模原市中央区淵野辺3-2-8 042-754-2222 ○

地域医療機能推進機構　相模野病
院

252-0206 相模原市中央区淵野辺 1-2-30 042-751-1265 ○ ○ ○

相模野病院 252-0206 相模原市中央区淵野辺1-2-30 042-752-2025 ○
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半沢クリニック 252-0206
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 相模原市中央区淵野辺1-1-12 042-730-1477 ○

西村クリニック 252-0213 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 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 相模原市中央区青葉3ｰ24-1 042-707-4126 ○

林クリニック 252-0225 相模原市中央区緑が丘2-28-3 042-751-0151 ○

角中クリニック 252-0225 相模原市中央区緑が丘1-21-14 042-730-6500 ○

松崎医院 252-0227 相模原市中央区光が丘3-7-6 042-754-6349 ○

かながわ循環器内科 252-0231 相模原市中央区相模原3-6-6 042-752-3013 ○

にいの整形外科 252-0231
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 ○

いずみレディースクリニック 252-0231
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 ○

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

042-758-8881 ○

高井内科クリニック 252-0231
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 ○

さがみはら佐とうクリニック 252-0231 相模原市中央区相模原3-6-6 042-704-0203 ○

西門クリニック 252-0231 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 相模原市中央区矢部2-30-3 042-752-1115 ○

青山内科医院 252-0232 相模原市中央区矢部3-16-14 042-753-8719 ○

あべクリニック 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-18-20 042-752-8187 ○

尾形内科・循環器科 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-11-5 042-756-6685 ○

久保寺整形外科 252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-15-9 042-757-8900 ○

ましも泌尿器クリニック 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-21-12 042-758-3738 ○

ソフィアレディスクリニック 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-21-12 042-776-3636 ○

かぬまだいけやきクリニック 252-0233
相模原市中央区鹿沼台2-18-6 大
谷第一ﾋﾞﾙ3F

042-707-0426 ○

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

042-768-7561 ○

坂本胃腸科外科 252-0234 相模原市中央区共和2-12-14 042-756-2611 ○

ふちのべ内科クリニック 252-0234 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 相模原市中央区共和1-6-30 042-730-3003 ○
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山川内科クリニック 252-0236 相模原市中央区富士見5-14-12 042-750-8099 ○

吉川整形外科 252-0237 相模原市中央区千代田6-3-22 042-750-5043 ○

千代田クリニック 252-0237 相模原市中央区千代田4-4-10 042-757-0102 ○

やまうち医院 252-0237
相模原市中央区千代田6-1-18
HB Forest2階

042-707-0313 ○

相模原記念クリニック 252-0239 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 相模原市中央区中央6-9-23 042-751-0053 ○

横山台メディカルクリニック 252-0241 相模原市中央区横山台2-5-1-3F 042-858-7733 ○

AOI湘北病院 252-0241 相模原市中央区横山台2-18-41 042-861-8800 ○

箕岡医院 252-0242 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 相模原市中央区横山3-27-3 042-730-8338 ○

岩久内科クリニック 252-0243 相模原市中央区上溝6-11-2 042-762-2552 ○

中村病院 252-0243 相模原市中央区上溝6-18-39 042-761-3721 ○

関医院 252-0243 相模原市中央区上溝6-20-15 042-761-2080 ○

まつざわクリニック 252-0243
相模原市中央区上溝2179-4ｼﾙ
ﾍﾞｰﾙ1F

042-762-3166 ○

たてのクリニック 252-0243 相模原市中央区上溝4-14-6 042-760-3770 ○

上溝内科クリニック 252-0243
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 ○

歯科川崎医院 252-0243
相模原市中央区上溝3175-1 かみ
みぞｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ

042-756-1113 ○ ○ ○

宮田医院 252-0244 相模原市中央区田名5450-3 042-762-2321 ○

田名整形外科クリニック 252-0244 相模原市中央区田名1953 042-761-7000 ○

小野内科医院 252-0244 相模原市中央区田名3198-3 042-760-1180 ○

田名病院 252-0245 相模原市中央区田名塩田3-14-36 042-778-3080 ○

うめざわクリニック 252-0245 相模原市中央区田名塩田2-16-33 042-777-6622 ○

林内科クリニック 252-0253
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 ○

葉梨レディースクリニック 252-0253 相模原市中央区南橋本1-17-17 042-700-3305 ○

あさばクリニック 252-0253 相模原市中央区南橋本1-5-19 042-700-3320 ○

さがみリハビリテーション病院 252-0254 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 相模原市中央区下九沢945-1 042-703-4235 ○
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細田クリニック 252-0301 相模原市南区鵜野森1-29-8 042-742-5525 ○

東芝林間病院 252-0302 相模原市南区上鶴間7-9-1 042-742-3577 ○

くぬぎ台クリニック 252-0302 相模原市南区上鶴間7-2-12 042-743-9051 ○

佃医院 252-0302 相模原市南区上鶴間5-4-12 042-742-5464 ○

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

042-740-8005 ○

さがみ生協病院 252-0303 相模原市南区相模大野6-2-11 042-743-3261 ○

ヘルス・サイエンス・センター相模大
野クリニック

252-0303
相模原市南区相模大野3-3-2-401
ﾎﾞｰﾉ相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ

042-740-6200 ○

ヘルス・サイエンス・センター 252-0303
相模原市南区相模大野3-3-2-401
ﾎﾞｰﾉ相模大野ｻｳｽﾓｳﾙ

042-740-6220 ○ ○ ○

松谷こども＆内科クリニック 252-0303 相模原市南区相模大野5-27-8 042-747-4151 ○

相模大野病院 252-0303 相模原市南区相模大野7-8-16 042-748-0211 ○

清水医院 252-0303 相模原市南区相模大野5-29-16 042-742-2812 ○

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

042-767-0850 ○

谷口台医院 252-0303 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 相模原市南区相模大野6-15-18 042-747-8800 ○

木村医院 252-0303 相模原市南区相模大野7-12-9 042-742-9769 ○

やまぎしクリニック相模大野 252-0303
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
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 ○

原メディカルクリニック 252-0303
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 ○

パークスクエアクリニック 252-0303 相模原市南区相模大野7-35-1 042-705-8101 ○

あまのクリニック眼科内科 252-0303 相模原市南区相模大野5-18-2 042-767-3571 ○

竹村クリニック 252-0304 相模原市南区旭町23-13 042-766-7811 ○

黒河内病院 252-0305 相模原市南区豊町17-36 042-742-0211 ○

油井クリニック 252-0305 相模原市南区豊町16-5 042-745-1889 ○

森下記念病院 252-0311 相模原市南区東林間4-2-18 042-742-5055 ○

川村医院 252-0311 相模原市南区東林間1-6-14 042-748-7818 ○

奥平医院 252-0311 相模原市南区東林間3-8-11 042-748-7121 ○

角張医院 252-0311 相模原市南区東林間3-16-14 042-744-1541 ○
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央優会レディースクリニック 252-0311 相模原市南区東林間4-9-1 042-748-7651 ○

やまもとクリニック 252-0311 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
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 ○

泉家メディカルクリニック 252-0311 相模原市南区東林間4-9-6 042-701-4327 ○

さがみ循環器クリニック 252-0312 相模原市南区相南4-21-15 042-746-2211 ○

滝島医院 252-0312 相模原市南区相南1-17-27 042-742-8535 ○

黒沢産婦人科医院 252-0313 相模原市南区松が枝町1-10 042-744-1412 ○

博愛医院 252-0314 相模原市南区南台3-12-15 042-743-7247 ○

ペアナード・オダサガはやしクリニッ
ク

252-0314
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　オダサガ内科 252-0314
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 ○

武宮医院 252-0317 相模原市南区御園3-11-2 042-743-0339 ○

みそのハートクリニック 252-0317 相模原市南区御園2-10-15 042-746-0861 ○

さいとう内科医院 252-0318
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 ○

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

042-705-3337 ○

上鶴間ファミリークリニック 252-0318 相模原市南区上鶴間本町8-44-20 042-767-5332 ○

やぐちメディカルクリニック 252-0318
相模原市南区上鶴間本町1-38-30
小林ﾋﾞﾙ4階

042-701-0891 ○

ミオ医院 252-0321 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 相模原市南区相模台7-36-23 042-705-5990 ○

愛心ケアクリニック 252-0323
相模原市南区相武台団地2-3-9 ｺ
ﾝﾁｪﾗｰﾄ相武台106

046-240-1815 ○

荘加医院 252-0325 相模原市南区新磯野3-32-9 046-254-5010 ○

小児科・内科 緒方医院 252-0325 相模原市南区新磯野1-43-16 046-254-0833 ○

新戸診療所 252-0326 相模原市南区新戸1717 046-251-0428 ○

磯部クリニック 252-0327 相模原市南区磯部941 046-293-0133 ○

中野医院 252-0328 相模原市南区麻溝台5-17-10 042-744-1200 ○

麻溝台内科・消化器クリニック 252-0328
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 ○

豊田内科クリニック 252-0331 相模原市南区大野台7-28-24 042-754-6908 ○

大野台クリニック 252-0331 相模原市南区大野台6-19-12 2F 042-704-6645 ○
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東大沼内科クリニック 252-0333 相模原市南区東大沼1-12-43 042-767-0170 ○

田原メディカルクリニック 252-0334 相模原市南区若松3-48-17 042-749-3131 ○

佐藤医院 252-0334 相模原市南区若松4-17-18 042-743-3152 ○

志村クリニック 252-0335 相模原市南区下溝673-1 042-777-1117 ○

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

042-778-5100 ○

馬嶋医院 252-0335 相模原市南区下溝722-1 042-778-1005 ○

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

042-776-7709 ○

宮崎クリニック 252-0344 相模原市南区古淵3-18-13 042-743-8121 ○

ムカエ内科 252-0344 相模原市南区古淵3-12-3 042-757-7155 ○

古淵駅前レディースクリニック 252-0344
相模原市南区古淵2-16-1 ｾﾝﾄﾗﾙ
喜和2F

042-754-7088 ○

新津谷クリニック 252-0344 相模原市南区古淵3-26-17 042-745-8373 ○

総合相模更生病院 252-5225 相模原市中央区小山3429 042-752-1808 ○

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

046-278-3777 ○

今西内科 242-0001 大和市下鶴間1900-14 046-275-8585 ○

くすはら内科クリニック 242-0001
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 大和市下鶴間704-6 046-274-1767 ○

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

つきみ野おなかと内科のクリニック 242-0002 大和市つきみ野1-6-29 046-276-1107 ○

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

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

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

046-262-5788 ○

ライラッククリニック 242-0004
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 ○

山本クリニック 242-0004 大和市鶴間1-3-5 S･Kﾋﾞﾙ2･3F 046-206-4150 ○

やまとサンクリニック 242-0004 大和市大和東3-4-27 046-200-6757 ○

西鶴間メディカルクリニック 242-0005 大和市西鶴間4-1-4 046-261-0867 ○

小林国際クリニック 242-0005 大和市西鶴間3-5-6-110 046-263-1380 ○
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成和クリニック 242-0005 大和市西鶴間5-3488-7 046-264-3911 ○

山口医院 242-0005 大和市西鶴間1-11-12 046-274-4067 ○

ゆこすメディカルケアクリニック 242-0005
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 ○

いでぐち内科リウマチ科 242-0005 大和市西鶴間1-1-7 046-204-5190 ○

土岐医院 242-0006 大和市南林間7-1-16 046-274-9188 ○

和田クリニック 242-0006 大和市南林間5-11-25 046-274-5251 ○

飯塚クリニック 242-0006 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
大和市南林間1-7-9 南林間西口
第3ﾋﾞﾙ2F

046-277-1561 ○

田口クリニック 242-0006 大和市南林間7-25-6 046-275-3830 ○

塩坂外科医院 242-0007 大和市中央林間9-8-31 046-275-3500 ○

さかい内科循環器クリニック 242-0007
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 大和市中央林間5-1-3 046-278-6668 ○

中央林間病院 242-0007 大和市中央林間4-14-18 046-275-0110 ○

石川クリニック 242-0007 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 大和市中央林間6-11-15 046-278-2211 ○

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

046-278-1201 ○

黒山内科医院 242-0007
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 ○

ひぐち内科クリニック 242-0007
大和市中央林間3-4-16 Lilie中央
林間1F

046-278-1777 ○

中央林間さくら内科 242-0007
大和市中央林間4-16-20 中央林
間ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

046-278-1515 ○

深見台中央医院 242-0013 大和市深見台3-5-28 046-263-6661 ○

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

南大和病院 242-0015 大和市下和田1331-2 046-269-2411 ○

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

家本循環器内科 242-0017 大和市大和東2-5-12 046-261-1840 ○

ささいクリニック 242-0017 大和市大和東1-7-21-3F 046-200-1717 ○

大和東クリニック 242-0017 大和市大和東1-4-2-2F 046-244-0810 ○

大和ホームクリニック 242-0017 大和市大和東3-1-6JMﾋﾞﾙ3F 046-204-5010 ○
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関水整形外科クリニック 242-0018 大和市深見西2-3-28 046-200-2211 ○

大和徳洲会病院 242-0021 大和市中央4-4-12 046-264-1111 ○ ○ ○

長田クリニック 242-0021 大和市中央2-2-1ﾜｲ･ﾌﾛﾝﾄ2F 046-262-2500 ○

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

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

岡林クリニック 242-0021 大和市中央1-1-2第2近藤ﾋﾞﾙ2F 046-262-4885 ○

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

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

藤沼内科クリニック 242-0023
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 ○

高座渋谷つばさクリニック 242-0023 大和市渋谷5-22 IKOZA2F 046-279-5111 ○

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

046-244-0562 ○

みひらクリニック 242-0023
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 大和市渋谷5-22ｲｺｰｻﾞ2F 046-269-7111 ○

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

桜ヶ丘中央病院 242-0024 大和市福田 1-7-1 046-259-5446 ○ ○ ○

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

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

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

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

たなかクリニック 242-0028 大和市桜森3-7-18 046-200-3322 ○

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

14/14ページ


	05県央372

