
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）

ながともクリニック 220-0003
横浜市西区楠町7-1ｼﾙｴﾀﾜｰﾖｺﾊ
ﾏ1F

045-314-0063 ○

有馬医院 220-0003 横浜市西区楠町27-2 有馬ﾋﾞﾙ1階 045-311-0410 ○

（医）伸愛会楠クリニック 220-0003 横浜市西区楠町14-3 ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ2F 045-290-7515 ○

総合健診センターヘルチェック横浜
西口センター

220-0004 横浜市西区北幸1-11-15 045-453-1150 ○ ○ ○

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

045-410-0355 ○

（医）前川メディカルクリニック 220-0004
横浜市西区北幸1-1-8ｴｷﾆｱ横浜
8F

045-312-3568 ○

久保クリニック 220-0004
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 ○

柳川ビルクリニック 220-0005 横浜市西区南幸2-21-5 045-311-3925 ○

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

045-316-8270 ○

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

045-290-6088 ○

三ツ沢ハイタウンクリニック 220-0006
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 ○

スカイビル内科 220-0011
横浜市西区高島2-19-12ｽｶｲﾋﾞﾙ
21F

045-461-1603 ○

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

045-444-1117 ○

総合健診センターヘルチェック
ファーストプレイス横浜

220-0011 横浜市西区高島2-7-1 045-453-1150 ○ ○ ○

（医）護惠会横浜循環器呼吸器内科
クリニック

220-0011
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 ○

（医）MM会 みなとみらい内科クリ
ニック

220-0012
横浜市西区みなとみらい4-7-1-2
階G

045-641-0550 ○

（医）相和会みなとみらいメディカル
スクエア

220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3
MMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F

045-228-2001 ○

ＭＭテラスクリニック 220-0012
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 ○

ランドマーク横浜国際クリニック 220-0012
横浜市西区みなとみらい2-2-1ﾗﾝ
ﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ1F

045-224-2111 ○

一般財団法人船員保険会　横浜
リーフみなとみらい健診クリニック

220-0012
横浜市西区みなとみらい4-6-5ﾘｰ
ﾌみなとみらい11階

045-651-1571 ○

横浜リーフみなとみらい 健診クリ
ニック

220-0012
横浜市西区みなとみらい4-6-5 ﾘｰ
ﾌみなとみらい11階

045-651-1574 ○ ○ ○

高島町しらゆり内科クリニック 220-0022
横浜市西区花咲町6-143横浜MID
ﾍﾞｰｽｱﾈｯｸｽ2階

045-252-1188 ○

（医）木曜社平沼クリニック 220-0023 横浜市西区平沼1-32-13 045-323-2324 ○

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

045-314-1125 ○

（医）コンフォート・コンフォート横浜
健診センター

220-0023 横浜市西区平沼2-8-25 045-313-8080 ○ ○ ○

（医）博仁会 ハマノ産婦人科 220-0041 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 横浜市西区戸部町5-204 045-231-3355 ○
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（医）明和会亀田病院 220-0043 横浜市西区御所山町77 045-231-1881 ○

渡邊醫院 220-0046 横浜市西区西戸部町2-120 045-231-5618 ○

（医）博友会進藤医院 220-0051 横浜市西区中央2-36-7 045-321-5664 ○

岡部医院 220-0051 横浜市西区中央2-19-15 045-321-5703 ○

富田内科クリニック 220-0053 横浜市西区藤棚町1-58-6 045-260-6313 ○

青木小児科医院 220-0054 横浜市西区境之谷73 045-231-4144 ○

（医）仁徳会生駒医院 220-0062 横浜市西区東久保町35-20 045-231-5921 ○

木村クリニック 220-0072 横浜市西区浅間町5-380-1 045-311-5645 ○

つるおかクリニック 220-0072 横浜市西区浅間町5-378-7 045-548-6601 ○

同仁堂田中医院 220-0073 横浜市西区岡野1-3-6 045-311-3974 ○

(医)賢興会横浜岡野町クリニック 220-0073
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 ○

横浜血管クリニック 220-0073
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 ○

クイーンズクリニック 220-6204
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）ランドマーク医院 220-8107
横浜市西区みなとみらい2-2-1-
702ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰﾋﾞﾙ7階

045-222-5652 ○

横浜エムエムクリニック 220-8401
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 横浜市西区みなとみらい3-7-3 045-221-8291 ○

（公財）神奈川県結核予防会かなが
わクリニック

231-0004
横浜市中区元浜町4-32 県民共済
ﾋﾞﾙ

045-201-8521 ○ ○ ○

かりべクリニック 231-0005
横浜市中区本町1-3綜通横浜ﾋﾞﾙ2
階

045-224-8008 ○

粉川クリニック 231-0007 横浜市中区弁天通4-53-1 045-662-5300 ○

関内ケンクリニック 231-0011 横浜市中区太田町2-31-1 045-681-7066 ○

馬車道さくらクリニック 231-0011
横浜市中区太田町6-73ｺｰｹﾝｷｬﾋﾟ
ﾀﾙﾋﾞﾙ2階

045-201-9510 ○

（医）横浜健康医学会関内鈴木クリ
ニック

231-0012
横浜市中区相生町3-63-1ﾊﾟｰｸｱｸ
ｼｽ横濱関内SQUARE2F

045-681-0056 ○

馬車道栗山内科クリニック 231-0012
横浜市中区相生町5-78清栄ﾋﾞﾙ馬
車道5F

045-228-8666 ○

馬車道クリニック 231-0014 横浜市中区常盤町5-66-2 045-681-1106 ○

（医）慶博会関内医院 231-0015
横浜市中区尾上町5-76明治屋尾
上町ﾋﾞﾙ301

045-663-7161 ○

（医）陽光会陽の光クリニック 231-0015
横浜市中区尾上町3-28横浜国際
ﾋﾞﾙ3F

045-641-8211 ○

関内サンドウ内科医院 231-0015
横浜市中区尾上町2-18-1 YSﾋﾞﾙ
2F

045-263-6868 ○
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うえだメディカルクリニック 231-0015
横浜市中区尾上町5-71横浜ｼﾃｨﾀ
ﾜｰ馬車道2階

045-263-6676 ○

（医）祐清会雨宮クリニック 231-0015
横浜市中区尾上町5-76明治屋尾
上町ﾋﾞﾙ5F

045-228-1535 ○

（公財）神奈川県予防医学協会中央
診療所

231-0021 横浜市中区日本大通58 045-641-8503 ○ ○ ○

陽和クリニック 231-0023 横浜市中区山下町185 045-681-5117 ○

横濱医院 231-0023 横浜市中区山下町211-8-101 045-228-8321 ○

中華街医院 231-0023
横浜市中区山下町73-3ヴｧﾙｽ山
下町ﾋﾞﾙ3F

045-662-8992 ○

くまがい内科・脳神経内科クリニック 231-0023 横浜市中区山下町30-1-302 045-228-9823 ○

（医）健仁会健仁整形外科・内科 231-0025 横浜市中区松影町2-8-10 045-641-1701 ○

石川町内科クリニック 231-0025
横浜市中区松影町1-3-7ﾛｯｸﾋﾙｽﾞ
Ⅷ3F

045-264-4678 ○

横浜市寿町健康福祉交流センター
診療所

231-0026 横浜市中区寿町4-14 045-641-1278 ○

うしくぼ消化器・内科クリニック 231-0028
横浜市中区翁町1-4-1ﾏﾘﾝｳｪｰﾌﾞ
ﾋﾞﾙ2F

045-222-9533 ○

（医）回生会 ふれあい横浜ホスピタ
ル

231-0031 横浜市中区万代町2-3-3 045-662-2489 ○ ○ ○

風野クリニック 231-0032
横浜市中区不老町1-3-3 ﾌｪﾆｯｸｽ
関内101

045-662-7822 ○

ポーラのクリニック 231-0032
横浜市中区不老町3-14-5 中外ﾋﾞ
ﾙ2F

045-222-8461 ○

藤本じゅんいちろうクリニック 231-0033 横浜市中区長者町5-53 102区画 045-341-0001 ○

（医）臼井医院 231-0035
横浜市中区千歳町1-2横浜THﾋﾞﾙ
201号

045-263-1315 ○

（社）日本海員掖済会 横浜掖済会
病院

231-0036 横浜市中区山田町1-2 045-261-8191 ○

イチロークリニック 231-0036
横浜市中区山田町8-1 ﾌﾛｰﾙ山田
町第3 共同住宅101

045-260-3225 ○

関内しみずクリニック 231-0044
横浜市中区福富町東通1-1ｶﾄﾚﾔﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ5F

045-252-1717 ○

（医）岩田クリニック 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町5-129-14 045-241-0668 ○

天崎内科医院 231-0046 横浜市中区末広町2-4-8 045-261-1048 ○

久保内科クリニック 231-0048 横浜市中区蓬莱町2-3-3 045-260-6511 ○

戸賀崎産婦人科 231-0048 横浜市中区蓬莱町2-6-14 045-251-7284 ○

鈴木内科診療室 231-0048 横浜市中区蓬莱町2-3-4 045-261-3320 ○

大通り公園クリニック 231-0048 横浜市中区蓬莱町3-113 045-251-7961 ○

（医）赤門会赤門医院 231-0052 横浜市中区英町8 045-231-5861 ○

小笹医院 231-0055 横浜市中区末吉町3-56-5 045-261-3616 ○
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(医)優和会湘南健診クリニックココッ
トさくら館

231-0062
横浜市中区桜木町1-1-7ﾋｭｰﾘｯｸ
みらとみらい13F

045-640-5510 ○ ○ ○

のげ内科：脳神経内科クリニック 231-0063
横浜市中区花咲町2-66桜木町駅
前ﾋﾞﾙ6F

045-251-7700 ○

まつい内科医院 231-0064 横浜市中区野毛町1-11-1 045-243-3710 ○

あきばクリニック 231-0064
横浜市中区野毛町3-160-4 ちぇる
る野毛2F

045-250-0781 ○

（医）松田会松田クリニック 231-0066
横浜市中区日ﾉ出町1-200 日ﾉ出ｻ
ｸｱｽ203

045-231-7100 ○

佐藤医院 231-0806 横浜市中区本牧町1-18 045-621-4403 ○

本牧クリニック 231-0806 横浜市中区本牧町1-89 045-621-7708 ○

（医）山本内科クリニック 231-0806 横浜市中区本牧町2-364 045-622-3331 ○

尾作内科循環器科医院 231-0806 横浜市中区本牧町1-115 045-623-2070 ○

寺道小児科医院 231-0806 横浜市中区本牧町1-178 045-623-1021 ○

（医）広秀会 みなとクリニック 231-0806 横浜市中区本牧町1-7 045-623-6633 ○

本牧港湾診療所 231-0812 横浜市中区錦町5 045-623-5031 ○

（医）大出クリニック 231-0821
横浜市中区本牧原17-1 ﾏｲｶﾙ本
牧11番街2階

045-622-1120 ○

石上内科クリニック 231-0821 横浜市中区本牧原19-1-301 045-624-3535 ○

(医)豊葉会本牧ベイサイドクリニック 231-0821
横浜市中区本牧原1-22ﾑﾗｰﾗ本牧
南館1F

045-628-0622 ○

（医）博生会本牧病院 231-0824 横浜市中区本牧三之谷11-5 045-621-2445 ○

室橋内科医院 231-0824 横浜市中区本牧三之谷23-16 045-621-0139 ○

さくらT’Sクリニック 231-0836 横浜市中区根岸町2-80-2 045-628-7985 ○

新妻クリニック 231-0836 横浜市中区根岸町3-176-39 045-629-3585 ○

関谷クリニック 231-0837 横浜市中区滝之上128 045-625-0765 ○

(医)福島医院 231-0843 横浜市中区本郷町2-45 045-621-8321 ○

（医）創祥会小菅医院 231-0843 横浜市中区本郷町1-26 045-623-8209 ○

中島医院 231-0846
横浜市中区大和町2-34-5 山手駅
前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

045-621-8713 ○

山手駅前通りつちや泌尿器科・内科 231-0846 横浜市中区大和町1-6-4-101 045-263-8472 ○

元町クリニック 231-0847 横浜市中区竹の丸158-20 045-662-0831 ○

内科渡部医院 231-0849 横浜市中区麦田町2-52 045-641-2788 ○

（医）川俣クリニック 231-0849
横浜市中区麦田町4-107ﾗｲﾌ山手
2F

045-624-2960 ○
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山手消化器・内科クリニック 231-0849 横浜市中区麦田町4-102-3 045-625-2325 ○

野崎小児科医院 231-0849 横浜市中区麦田町4-99 045-622-8676 ○

山手クリニック 231-0851 横浜市中区山元町2-60 045-222-3453 ○

秋山内科クリニック 231-0861 横浜市中区元町5-209北村ﾋﾞﾙ3F 045-641-0993 ○

向井クリニック 231-0861 横浜市中区元町1-51-1F-flat1F 045-222-0678 ○

元町宮地クリニック 231-0861 横浜市中区元町2-86-2F 045-263-9115 ○

グレイス在宅クリニック 231-0861
横浜市中区元町3-133-9元町医療
ﾓｰﾙ5階

045-264-9767 ○

ザ・ブラフ・メディカル＆デンタル・ク
リニック

231-0862 横浜市中区山手町82 045-641-6961 ○

石川クリニック 231-0862 横浜市中区山手町55 045-641-0494 ○

（医）KMG 小菅医院 231-0868 横浜市中区石川町1-11-2 045-651-6177 ○

（独法）地域医療機能推進機構横浜
中央病院

231-8553 横浜市中区山下町268 045-681-9540 ○ ○ ○

横浜ひまわりクリニック 232-0003 横浜市南区西中町4-72 045-231-5550 ○

こがね町すこやかクリニック 232-0003 横浜市南区西中町2-31 045-231-0656 ○

（医）佐藤病院 232-0006 横浜市南区南太田1-10-3 045-731-1515 ○

（医）木下整形外科 232-0006 横浜市南区南太田1-23-13 045-715-6066 ○

みうらクリニック 232-0006
横浜市南区南太田1-29-2ﾒｿﾞﾝﾜｲ
1F

045-712-0260 ○

（財）明徳会清水ケ丘病院 232-0007 横浜市南区清水ｹ丘17 045-231-6714 ○

あずま医院 232-0007 横浜市南区清水ヶ丘1-21 045-231-7026 ○

久保クリニック 232-0012
横浜市南区南吉田町2-28 横浜ｺｽ
ﾀｾｲｽ1F

045-253-2112 ○

（医）一期会山王クリニック 232-0013
横浜市南区山王町2-22ﾙ･ヴｧ ﾝ･ｽ
ﾚｰヴ山王101

045-252-2536 ○

吉野町うちだ内科クリニック 232-0014
横浜市南区吉野町1-1-6ﾗｲｵﾝｽﾞ
ﾌﾟﾗｻﾞ横浜ｻｳｽｽﾃｰｼﾞ102号

045-242-1112 ○

まえざわ内科クリニック 232-0014
横浜市南区吉野町3-7-17横浜ﾍﾞｲ
ｸﾘｳｽ4F

045-325-8170 ○

（医）よなみね内科クリニック 232-0015 横浜市南区共進町1-34 森ﾋﾞﾙ1F 045-720-6008 ○

（医）仁桂会鳥山医院 232-0016 横浜市南区宮元町2-34 045-714-1913 ○

（医）田中クリニック 232-0016 横浜市南区宮元町4-91-2F 045-743-2233 ○

鵜養医院 232-0016 横浜市南区宮元町3-55 045-334-8753 ○

（医）倶伸会 渡辺医院 232-0021 横浜市南区真金町1-3 045-231-2658 ○
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（医）廣博会村山クリニック 232-0021 横浜市南区真金町1-7 045-251-2500 ○

（医）碧水クリニック 232-0023 横浜市南区白妙町2-7 045-252-0007 ○

うらふね脳外科クリニック 232-0024 横浜市南区浦舟町4-50 045-232-5040 ○

浦舟金沢内科クリニック 232-0024 横浜市南区浦舟町4-47-2-201 045-250-6077 ○

（医）鴻鵠会睦町クリニック 232-0024
横浜市南区浦舟町4-47-2ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｺｰﾄﾏﾘｽ3F

045-315-5906 ○

（財）結核予防会神奈川県支部中央
健康相談所

232-0033 横浜市南区中村町3-191-7 045-251-2364 ○

神奈川県結核予防会 中央健康相
談所

232-0033 横浜市南区中村町3-191-7 045-251-2365 ○ ○ ○

内田内科クリニック 232-0033
横浜市南区中村町1-1-1ｱｰｸﾋﾙｽﾞ
1F

045-263-1255 ○

医療法人社団青世会　きたがわ内
科クリニック

232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町129-6 045-741-2158 ○

（医）いむら診療所 232-0052
横浜市南区井土ｹ谷中町161-6 ｸﾞ
ﾗﾝﾃﾞｰﾙ井土ｹ谷2F

045-721-3432 ○

ウイメンズクリニック井土ヶ谷 232-0052
横浜市南区井土ヶ谷中町161-6ｸﾞ
ﾗﾝﾃﾞｰﾙ井土ヶ谷205

045-714-2203 ○

（医）誠志会 島田内科小児科クリ
ニック

232-0053 横浜市南区井土ｹ谷下町40-2 045-731-4895 ○

（医）中村クリニック 232-0053 横浜市南区井土ヶ谷下町28-16 045-720-1266 ○

医療法人社団 K&T Global Medical
いどがや内科・糖尿病内科クリニック

232-0053
横浜市南区井土ヶ谷下町213第2
江洋ﾋﾞﾙ3F

045-721-1024 ○

三沢内科クリニック 232-0054 横浜市南区大橋町2-34 045-731-0507 ○

弘明クリニック 232-0056
横浜市南区通町4-84ﾒﾙﾍﾞｲﾕ弘明
寺2階

045-721-3611 ○

（医）大岡医院 232-0061 横浜市南区大岡2-13-15 045-741-0552 ○

下田医院 232-0061 横浜市南区大岡2-15-29 045-731-3577 ○

弘明寺内科 232-0061
横浜市南区大岡2-1-17ｾﾚｻ弘明
寺101

045-716-0010 ○

飯田医院 232-0062 横浜市南区中里町267 045-712-4610 ○

（医）向仁会 西山胃腸循環器外科
医院

232-0063 横浜市南区中里1-11-19 045-714-5025 ○

（医）北浜医院 232-0064 横浜市南区別所3-8-3 045-712-1700 ○

（医）新東会 横浜みのるクリニック 232-0064 横浜市南区別所1-13-8 045-722-8655 ○

泉谷内科医院 232-0066 横浜市南区六ﾂ川3-75-80 045-742-6881 ○

清水医院 232-0066 横浜市南区六ﾂ川1-99-1 045-742-3350 ○

弘明寺アイハートクリニック 232-0066 横浜市南区六ｯ川1-50 045-731-5650 ○

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリ
ニック

232-0066 横浜市南区六ｯ川1-81FHCﾋﾞﾙ2F 045-306-8026 ○
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六ツ川内科消化器内科クリニック 232-0066 横浜市南区六ﾂ川1-39小河ﾋﾞﾙ1階 045-334-7520 ○

原整形外科医院 232-0067 横浜市南区弘明寺町268 045-714-0037 ○

（医）中本クリニック 232-0067
横浜市南区弘明寺町134 GMﾋﾞﾙ
2F

045-742-3500 ○

よぎクリニック 232-0067 横浜市南区弘明寺町270-9 045-713-2113 ○

（医）一路会池田医院 232-0067 横浜市南区弘明寺町159 045-731-0203 ○

室井内科クリニック 232-0071 横浜市南区永田北2-54-26-1F 045-712-2215 ○

川田医院 232-0071 横浜市南区永田北3-14-3 045-712-6006 ○

井土ヶ谷ふじい内科 232-0072
横浜市南区永田東1-3-20井土ヶ
谷ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

045-334-7861 ○

（医）健心会 橋本消化器科内科クリ
ニック

233-0001 横浜市港南区上大岡東2-7-17 045-882-1222 ○

（医）厚済会 上大岡仁正クリニック 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-10-1 045-844-5739 ○

（医）健生会朝倉クリニック 233-0002 横浜市港南区上大岡西2-13-16 045-842-0385 ○

（医）岡メディカル 岡内科クリニック 233-0002
横浜市港南区上大岡西1-19-18長
瀬ﾋﾞﾙ3F

045-841-0133 ○

宮川医院 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-12-17 045-842-0978 ○

（医）上大岡メディカル 杉山内科クリ
ニック

233-0002
横浜市港南区上大岡西1-15-1-
4F-403-1-①

045-842-1990 ○

（医）櫻井医院 233-0002
横浜市港南区上大岡西1-6-1京急
百貨店6F

045-842-1690 ○

上大岡糖尿病・代謝内科クリニック 233-0002
横浜市港南区上大岡西1-5-1ﾈｵﾏ
ｲﾑ上大岡ｽﾃｰｼｮﾝｱﾍﾞﾆｭｰ4号室

045-840-1505 ○

あしかり内科 233-0002 横浜市港南区上大岡西3-20-44 045-848-0888 ○

(医)厚済会横浜じんせい病院 233-0003 横浜市港南区港南3-1-28 045-840-3770 ○

港南中央医院 233-0003 横浜市港南区港南2-2-14 045-842-3166 ○

中央通クリニック 233-0004 横浜市港南区港南中央通13-24 045-843-9927 ○

秋山脳神経外科クリニック 233-0004 横浜市港南区港南中央通1-1 045-842-1838 ○

芹が谷クリニック 233-0006
横浜市港南区芹が谷2-8-11芹が
谷ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1階

045-821-9751 ○

（医）中山医院 233-0006 横浜市港南区芹が谷1-21-14 045-821-1511 ○

(医）誠友会さつき台診療所 233-0007 横浜市港南区大久保3-39-6 045-845-2681 ○

栗原医院 233-0007 横浜市港南区大久保2-7-19 045-842-9066 ○

ふれあい内科クリニック 233-0007
横浜市港南区大久保1-20-57ｴﾝﾄ
ﾗﾝｽ大久保2F

045-843-3600 ○

上大岡TMクリニック 233-0008 横浜市港南区最戸1-7-15 045-711-1120 ○
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（医）小田医院 233-0011 横浜市港南区東永谷1-7-3 045-822-4300 ○

（医）豊福医院 233-0012 横浜市港南区上永谷3-18-16 045-844-2255 ○

（医）仁明会秋山脳神経外科病院 233-0012 横浜市港南区上永谷2-10-36 045-846-1001 ○

つかさハートクリニック 233-0012 横浜市港南区上永谷2-11-1-104 045-846-0888 ○

（医）成仁会長田病院 233-0013 横浜市港南区丸山台2-2-10 045-842-1121 ○

梅田内科小児科 233-0013 横浜市港南区丸山台3-26-1 045-845-6655 ○

（医）寿啓会原口小児科医院 233-0013 横浜市港南区丸山台3-41-1 045-845-6622 ○

木下クリニック 233-0013 横浜市港南区丸山台3-11-15 045-843-4310 ○

（医）洋光会 いずみ医院 233-0013 横浜市港南区丸山台2-41-1 045-842-2112 ○

今村内科医院 233-0013
横浜市港南区丸山台3-2-3ｻﾙｰﾃ
ｸﾘﾆｶﾋﾞﾙ1F

045-840-5566 ○

（医）寿恵会白土クリニック 233-0013
横浜市港南区丸山台2-18-5ﾆｰﾄﾋﾞ
ﾙ1F

045-846-0124 ○

上永谷さいとうクリニック 233-0013
横浜市港南区丸山台1-2-1京急ｼ
ﾃｨ上永谷Lｰｳｨﾝｸﾞ2F

045-849-1125 ○

せいの内科・内視鏡クリニック 233-0013
横浜市港南区丸山台1-5-7上永谷
医療ﾋﾞﾙ4F

045-844-8000 ○

上永谷ほほえみクリニック 233-0013 横浜市港南区丸山台1-11-17-2F 045-342-8810 ○

（医）古家内科医院 233-0013 横浜市港南区丸山台2-34-8 045-844-3080 ○

下永谷内科・皮フ科 233-0015
横浜市港南区日限山1-57-40 ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ2F-D

045-825-3800 ○

（医）健生会朝倉病院 233-0016 横浜市港南区下永谷5-81-12 045-824-0202 ○

湘寿クリニック 233-0016 横浜市港南区下永谷4-2-30 045-825-5861 ○

ないとうクリニック 233-0016 横浜市港南区下永谷2-28-17 045-828-7110 ○

（医）森豊会中森内科クリニック 234-0051
横浜市港南区日野8-8-7 清水橋
ﾋﾞﾙ2F

045-846-0590 ○

てらおか内科消化器クリニック 234-0051 横浜市港南区日野5-3-4 045-353-5355 ○

奥田クリニック 234-0051 横浜市港南区日野6-9-7 2F 045-370-8326 ○

ごとう内科クリニック 234-0051 横浜市港南区日野5-33-1 045-873-3394 ○

池田内科クリニック 234-0052 横浜市港南区笹下2-20-37 045-843-7830 ○

苅部医院 234-0052 横浜市港南区笹下2-7-12 045-843-7606 ○

(医）稲門医學会奈良こうすけ診療
所

234-0052
横浜市港南区笹下3-11-14ｸﾘﾆｯｸ
ﾋﾞﾙ1F

045-842-6701 ○

（医）成澤会 清水橋クリニック 234-0053 横浜市港南区日野中央1-19-4 045-847-5533 ○
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渡辺小児科医院 234-0054 横浜市港南区港南台4-28-38 045-831-0130 ○

（医）中島整形外科 234-0054 横浜市港南区港南台4-7-12 045-832-4184 ○

（医）山崎胃腸科内科クリニック 234-0054 横浜市港南区港南台9-29-2 045-834-1243 ○

（医）健徳会吉田医院 234-0054 横浜市港南区港南台7-8-46 045-832-0655 ○

黒沢クリニック 234-0054
横浜市港南区港南台7-42-30ｻﾝﾗ
ｲｽﾞ港南台201号

045-833-9632 ○

（医）岡田クリニック 234-0054
横浜市港南区港南台3-3-1 港南
台214ﾋﾞﾙ203

045-834-3333 ○

港南台家光クリニック 234-0054 横浜市港南区港南台6-33-35 045-833-0008 ○

（医）ふくお小児科・アレルギー科 234-0054 横浜市港南区港南台1-48-7 045-833-7737 ○

（医）寛雄会 諏訪クリニック 234-0054 横浜市港南区港南台2-11-17 045-834-1651 ○

港南台パークサイドクリニック 234-0054
横浜市港南区港南台3-4-35松田
ﾋﾞﾙ1階

045-836-1688 ○

笹尾医院 234-0054 横浜市港南区港南台2-7-35 045-831-1811 ○

やまばと内科呼吸器クリニック 234-0054 横浜市港南区港南台4-20-2 045-836-3050 ○

戸田内科小児科医院 234-0054 横浜市港南区港南台5-5-9 045-832-3900 ○

横浜リウマチ・内科クリニック 234-0054
横浜市港南区港南台5-23-30港南
台医療ﾓｰﾙ3F

045-830-5387 ○

かわぐち消化器内科 234-0054
横浜市港南区港南台5-23-30港南
台医療ﾓｰﾙ3F

045-830-5311 ○

横浜みなと呼吸器内科・内科クリ
ニック

234-0054
横浜市港南区港南台5-23-30港南
台医療ﾓｰﾙ2F

045-835-5917 ○

永持クリニック 234-0055 横浜市港南区日野南5-9-1 045-845-0505 ○

下斗米医院 234-0055 横浜市港南区日野南6-44-22 045-893-5041 ○

矢沢胃腸科外科医院 234-0056 横浜市港南区野庭町672-2 045-843-1722 ○

（医）光風会 善利クリニック 234-0056 横浜市港南区野庭町146-1 045-849-1080 ○

（医）野庭中央診療所 234-0056 横浜市港南区野庭町614-3-102 045-844-5400 ○

（医）木庭医院 234-0056 横浜市港南区野庭町672-5 045-844-2665 ○

すみた内科・循環器内科 235-0004 横浜市磯子区下町8-16 2F 045-752-3377 ○

モンビルクリニック 235-0005
横浜市磯子区東町15-32ﾓﾝﾋﾞﾙ横
浜根岸204

045-751-7513 ○

（医）博生会根岸整形外科 235-0005
横浜市磯子区東町15-32ﾓﾝﾋﾞﾙ横
浜根岸2F

045-754-8050 ○

（医）春緑会武安医院 235-0011 横浜市磯子区丸山2-15-1 045-753-5171 ○

林クリニック 235-0011 横浜市磯子区丸山2-9-10 045-753-8878 ○
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なかや内科医院 235-0011 横浜市磯子区丸山2-18-6 045-750-1002 ○

かげやま医院 235-0015 横浜市磯子区久木町23-15 045-752-0177 ○

（医）光陽会 磯子中央病院 235-0016 横浜市磯子区磯子2-20-45 045-752-1212 ○

磯子中央病院 235-0016 横浜市磯子区磯子2-20-45 045-752-6760 ○ ○ ○

及能内科クリニック 235-0016 横浜市磯子区磯子2-13-8 045-753-4366 ○

衛藤クリニック 235-0016 横浜市磯子区磯子3-6-1-102 045-753-5322 ○

（医）爽生会 さかしたクリニック 235-0016 横浜市磯子区磯子3-3-21 045-750-0577 ○

きたむら内科クリニック 235-0016
横浜市磯子区磯子3-13ﾌﾞﾘﾘｱｼﾃｨ
横浜磯子K1階ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2号室

045-750-3360 ○

冨野医院 235-0021 横浜市磯子区岡村6-5-35 045-752-3221 ○

（医）志摩医院 235-0021 横浜市磯子区岡村7-29-3 045-753-1718 ○

ファミリークリニック 山髙医院 235-0021 横浜市磯子区岡村1-1-21 045-751-2757 ○

塚本医院 235-0021 横浜市磯子区岡村3-22-36 045-755-1615 ○

ことぶきクリニック 235-0021 横浜市磯子区岡村6-5-46 045-753-1115 ○

康心会汐見台病院 235-0022 横浜市磯子区汐見台1-6-5 045-761-3581 ○

（医）北村小児科 235-0023
横浜市磯子区森1-7-3磯子ｾﾝﾀｰ
ﾊｲﾂ2F203

045-761-0213 ○

織田医院 235-0023 横浜市磯子区森6-1-18 045-751-7007 ○

前田内科医院 235-0023 横浜市磯子区森3-14-29 045-751-7001 ○

井上けい子内科クリニック 235-0023 横浜市磯子区森1-12-1 2F 045-752-6517 ○

関田医院 235-0023 横浜市磯子区森2-25-16 045-752-3026 ○

磯子しおかぜ診療所 235-0023 横浜市磯子区森1-8-20 045-751-7241 ○

よこはま土田メディカルクリニック 235-0023 横浜市磯子区森1-7-10-3F 045-752-6111 ○

関東病院 235-0023 横浜市磯子区森1-16-26 045-754-0111 ○

中川クリニック 235-0023
横浜市磯子区森2-26-18ｼﾝｺｳ2ﾋﾞ
ﾙ2F

045-370-7002 ○

森が丘医院 235-0024 横浜市磯子区森が丘1-13-11 045-846-1778 ○

杉田ファミリークリニック 235-0032
横浜市磯子区新杉田町8-8ﾊﾏｼｯ
ﾌﾟﾓｰﾙ3階

045-350-2111 ○

（医）京浜クリニック 235-0033 横浜市磯子区杉田9-18-11 045-773-8882 ○

（医）早明会 林内科医院 235-0033 横浜市磯子区杉田1-21-9 045-772-1173 ○
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（医）KOC こうの整形外科クリニック 235-0033
横浜市磯子区杉田1-17-1ﾌﾟﾗﾗ
SUGITA 3F

045-769-2599 ○

（医）渋谷医院 235-0033 横浜市磯子区杉田1-1-1-1F 045-771-0627 ○

杉田ありむら内科 235-0033
横浜市磯子区杉田1-17-1ﾌﾟﾗﾗ杉
田303

045-772-5588 ○

いそご内科・呼吸器内科 235-0033 横浜市磯子区杉田1-12-23 2階 045-770-0880 ○

杉田整形外科内科クリニック 235-0034 横浜市磯子区杉田坪呑2-3-104 045-771-2217 ○

土屋内科医院 235-0041 横浜市磯子区栗木1-20-5 045-773-0011 ○

（医）栗木会遠藤内科 235-0041 横浜市磯子区栗木1-28-27 045-773-7273 ○

中里医院 235-0043 横浜市磯子区氷取沢町1006 045-771-3546 ○

（医）遠藤クリニック 235-0045 横浜市磯子区洋光台2-8-26 045-833-1737 ○

（医）寿会板垣医院 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-5-31 045-833-6141 ○

（医）智里会やそだ整形外科リウマ
チクリニック

235-0045 横浜市磯子区洋光台6-7-27 045-833-1707 ○

（医）一洋会エイチ.イー.シー.サイエ
ンスクリニック

235-0045 横浜市磯子区洋光台4-1-4-102 045-831-0031 ○

（医）永井医院 235-0045 横浜市磯子区洋光台1-7-25 045-833-0720 ○

（医）かしわ会 横浜聖旺クリニック 235-0045 横浜市磯子区洋光台6-19-43 045-833-8083 ○

ひかりクリニック 235-0045 横浜市磯子区洋光台6-33-1 045-836-2611 ○

うちのパークサイドクリニック 235-0045 横浜市磯子区洋光台1-2-20 045-830-5671 ○

洋光台ひろ内科クリニック 235-0045
横浜市磯子区洋光台3-13-1ﾋﾟｰｺｯ
ｸｽﾄｱ2F

045-836-3777 ○

きくたに内科クリニック 235-0045 横浜市磯子区洋光台4-20-36 045-833-7725 ○

（医）三生会 産業振興センター診療
所

236-0004 横浜市金沢区福浦1-5-2 045-782-3321 ○

長倉医院 236-0005 横浜市金沢区並木1-19-22 045-771-2500 ○

（医）はやしクリニック 236-0005 横浜市金沢区並木2-10-5 045-785-2000 ○

並木クリニック 236-0005 横浜市金沢区並木2-9-4 045-788-0888 ○

（医）協友会横浜なみきリハビリテー
ション病院

236-0005 横浜市金沢区並木2-8-1 045-788-0031 ○

並木小磯診療所 236-0005 横浜市金沢区並木1-17-1-101 045-770-1191 ○

（医）柴健会小谷クリニック 236-0012 横浜市金沢区柴町349-1 045-781-7889 ○

あかり木診療所 236-0015 横浜市金沢区金沢町184-192 045-781-8830 ○

いとうファミリークリニック 236-0016 横浜市金沢区谷津町378 045-783-5769 ○
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すがの内科クリニック 236-0016 横浜市金沢区谷津町148-3 045-788-3636 ○

（医）川畑内科クリニック 236-0016 横浜市金沢区谷津町343 045-791-3337 ○

（医）参方善さくら会金沢さくら医院 236-0016
横浜市金沢区谷津町35VICSﾋﾞﾙ
3F

045-342-7663 ○

高橋医院 236-0021 横浜市金沢区泥亀1-15-3 045-781-9341 ○

（医）森クリニック 236-0021 横浜市金沢区泥亀1-8-25 045-785-2235 ○

京浜健診クリニック 236-0026 横浜市金沢区柳町3-9 045-782-3222 ○

（医）杉本クリニック 236-0027 横浜市金沢区瀬戸3-7 045-701-9462 ○

小澤医院 236-0027 横浜市金沢区瀬戸3-46 045-701-9960 ○

千葉内科・消化器科 236-0027
横浜市金沢区瀬戸3-45金沢八景ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F

045-787-3300 ○

(医)泰心八景駅前きくち内科 236-0027 横浜市金沢区瀬戸17-18 1F 045-701-8000 ○

青木医院 236-0028 横浜市金沢区洲崎町5-8 045-701-9052 ○

（医）愛徳会いけがわ医院 236-0028 横浜市金沢区洲崎町4-3 045-782-8235 ○

浜坂医院 236-0031 横浜市金沢区六浦1-11-16 045-701-4114 ○

桑原内科クリニック 236-0031 横浜市金沢区六浦5-21-3-106 045-791-5751 ○

とみやま内科クリニック 236-0031
横浜市金沢区六浦1-1-7ﾗｲﾌﾞﾋﾟｱ
金沢八景2階

045-790-1380 ○

栗栖医院 236-0031 横浜市金沢区六浦4-10-18 045-701-9557 ○

六浦内科クリニック 236-0031
横浜市金沢区六浦5-1-11六浦ﾋﾞﾙ
4F

045-783-6763 ○

きくち内科クリニック 236-0033 横浜市金沢区東朝比奈2-20-8 045-785-3222 ○

渡部内科医院 236-0035 横浜市金沢区大道1-29-1 045-701-3666 ○

大道内科クリニック 236-0035 横浜市金沢区大道1-47-9-2F 045-784-7766 ○

（医）はじりペインクリニック 236-0037
横浜市金沢区六浦東3-1-27ｻｳｽ
よこはま3F

045-790-3335 ○

（医）結優会 原田クリニック 236-0037
横浜市金沢区六浦東3-1-27ｻｳｽ
よこはま2F

045-787-0776 ○

大久保医院 236-0038 横浜市金沢区六浦南2-42-18 045-788-6565 ○

（医）六浦診療所 236-0038 横浜市金沢区六浦南2-9-14 045-701-9917 ○

宮崎内科医院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東4-53-15 045-783-5210 ○

（医）愛友会金沢文庫病院 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東2-6-22 045-785-3311 ○

星空クリニック 236-0042
横浜市金沢区釜利谷東3-1-3金沢
文庫第2金井ﾋﾞﾙ3階

045-489-3602 ○
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庄司クリニック 236-0042
横浜市金沢区釜利谷東2-16-32ﾄ
ﾗｲｱﾝｼﾞｭ文庫3F

045-790-3220 ○

（医）ありさ会金沢白百合クリニック 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東7-23-23 045-791-5570 ○

（医）英信会 金沢あおぞらクリニック 236-0043 横浜市金沢区大川7-6-125 045-787-3331 ○

（医）榎本医院 236-0046 横浜市金沢区釜利谷西6-1-10 045-781-3188 ○

堀内医院 236-0051 横浜市金沢区富岡東5-19-9 045-772-3591 ○

いとう内科クリニック 236-0051 横浜市金沢区富岡東5-18-1 045-771-2277 ○

（医）東栄会 せざき整形外科 236-0051
横浜市金沢区富岡東5-18-1長谷
川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ富岡3階

045-771-4161 ○

椿ケ丘医院 236-0052 横浜市金沢区富岡西1-35-15 045-771-7613 ○

白石クリニック 236-0052 横浜市金沢区富岡西6-18-25 045-774-7725 ○

富岡西クリニック 236-0052 横浜市金沢区富岡西6-15-5 045-778-2201 ○

富岡胃腸科肛門科 236-0052
横浜市金沢区富岡西7-4-16小澤
ﾋﾞﾙ1F

045-774-3120 ○

（医）にしうら会 たかさき内科 236-0052
横浜市金沢区富岡西2-3-1野本ﾋﾞ
ﾙ1階

045-773-8001 ○

上岡医院 236-0052 横浜市金沢区富岡西6-16-11 045-775-3737 ○

やまぐち耳鼻咽喉科・小児科クリニッ
ク

236-0052 横浜市金沢区富岡西7-19-11 045-772-4150 ○

はまと脳神経クリニック 236-0052 横浜市金沢区富岡西7-19-13 045-771-8010 ○

（医）ふじわら小児科 236-0052 横浜市金沢区富岡西1-48-12 045-773-6333 ○

関沢クリニック 236-0053 横浜市金沢区能見台通8-28 045-786-8852 ○

岡本産婦人科 236-0053 横浜市金沢区能見台通15-3 045-784-1703 ○

わたなべ内科・呼吸器クリニック 236-0053
横浜市金沢区能見台通2-6 能見
台ｸｵﾚ204

045-782-1159 ○

草川クリニック内科・循環器内科 236-0053 横浜市金沢区能見台通4-1 2F 045-370-8287 ○

田村クリニック 236-0057 横浜市金沢区能見台4-4-22 045-784-2252 ○

(医)小谷医院 236-0057 横浜市金沢区能見台3-7-7 045-773-5551 ○

打越メディカルクリニック 236-0057 横浜市金沢区能見台1-33-6 045-770-6868 ○

（医）孝和会パートリア診療所 236-0058 横浜市金沢区能見台東10-1 045-790-5731 ○

田川内科医院 236-0058
横浜市金沢区能見台東1-1ﾋﾞｰｺﾝ
ﾋﾙ能見台ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ

045-353-8152 ○

（社福）恩賜財団済生会 若草病院 236-8653 横浜市金沢区平潟町12-1 045-781-8811 ○

鳥が丘クリニック 244-0001 横浜市戸塚区鳥が丘38-18 045-869-6640 ○
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（医）三穂会満尾医院 244-0002 横浜市戸塚区矢部町645-11 045-861-1675 ○

戸塚クリニック 244-0002 横浜市戸塚区矢部町649 045-864-2110 ○

医療生協かながわ生活協同組合戸
塚診療所

244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3880-2 045-864-3511 ○

とつか西口クリニック 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4119 045-865-6120 ○

若杉診療所 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町16-7加藤ﾋﾞﾙ
4F

045-869-5261 ○

（医）道愛会 しばた医院 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町2810-8 土屋
ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

045-865-6666 ○

（医）司命堂会司命堂医院 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4090 045-881-0114 ○

戸塚共立メディカルサテライト健診
センター

244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3970-5 045-869-4601 ○ ○ ○

（医）横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立メディカルサテライトクリ
ニック

244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3970-5 045-869-4605 ○

（医）横浜平成会平成横浜病院 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町550 045-860-1888 ○ ○ ○

（医）則愛会戸塚内科医院 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町157ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ
1F

045-862-5800 ○

久保外科医院 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町2833-58 045-861-2231 ○

戸塚西口さとう内科 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町6005-3ｱｽｸﾚ
ﾋﾟｵｽ戸塚3F

045-869-5885 ○

横浜戸塚駅前内科 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町4018-1ｻﾞ･
ﾊﾟｰｸﾊｳｽ戸塚ﾌﾛﾝﾄ2F

045-871-7770 ○

戸塚ファミリークリニック 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町99-301 045-443-9788 ○

小雀内科医院 244-0004 横浜市戸塚区小雀町1123-2 045-852-2353 ○

小雀小児科医院 244-0004 横浜市戸塚区小雀町1123-2 045-852-2353 ○

藤野クリニック 244-0801 横浜市戸塚区品濃町543-5 045-821-1120 ○

山本内科・タワーズ皮膚科 244-0801
横浜市戸塚区品濃町535-2中央街
区D棟306

045-825-5871 ○

（医）明理会 東戸塚記念病院 244-0801 横浜市戸塚区品濃町548-7 045-825-2111 ○

東戸塚はまゆめ内科 244-0801
横浜市戸塚区品濃町548-2東戸塚
NSﾋﾞﾙ2F

045-823-5515 ○

（医）くれ医院 244-0801
横浜市戸塚区品濃町513-7清光ﾋﾞ
ﾙ2F

045-826-0020 ○

東戸塚にしかわクリニック 244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-6 045-820-5010 ○

東戸塚メディカルクリニック 244-0801
横浜市戸塚区品濃町539-1ｽｶｲﾋﾞ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階

045-435-9604 ○

（医）戸塚第一医院 244-0802 横浜市戸塚区平戸2-7-25 045-822-1231 ○

半田医院 244-0802 横浜市戸塚区平戸2-30-8-1F 045-821-1235 ○

菅野内科クリニック 244-0802
横浜市戸塚区平戸5-1-8いずみﾌﾟ
ﾗｻﾞ東戸塚2F

045-390-0776 ○
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（医）康久会 風早内科クリニック 244-0805 横浜市戸塚区川上町151 045-827-1221 ○

（医）川上診療所 244-0805 横浜市戸塚区川上町359 045-822-5074 ○

（医）喜堂会 おかもと内科皮膚科ク
リニック

244-0805
横浜市戸塚区川上町84-1ｹｱﾊｳｽ
ゆうあい4B

045-822-3333 ○

おおくぼ総合内科クリニック 244-0805
横浜市戸塚区川上町91-1 ﾓﾚﾗ東
戸塚3F

045-383-9805 ○

（医）木原歯科・内科医院 244-0805
横浜市戸塚区川上町87-1ｳｴﾙｽﾄﾝ
Ⅰﾋﾞﾙ

045-828-1525 ○

（医）健齢会 ふれあい東戸塚ホスピ
タル

244-0806 横浜市戸塚区上品濃16-8 045-827-2637 ○

修行内科麻酔科クリニック 244-0811 横浜市戸塚区上柏尾町500-7 045-828-3575 ○

岡部内科医院 244-0813 横浜市戸塚区舞岡町33 045-824-0358 ○

小林医院 244-0813 横浜市戸塚区舞岡町809 045-821-3551 ○

ゆめはまクリニック 244-0813 横浜市戸塚区舞岡町3406 045-828-2007 ○

（医）敬生会十慈堂病院 244-0814 横浜市戸塚区南舞岡1-23-9 045-823-1010 ○

山川医院 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町73 045-881-2409 ○

下倉田ハートクリニック 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町945-1 045-869-0381 ○

横浜南まほろば診療所 244-0815
横浜市戸塚区下倉田町1883ｻﾐｯﾄ
戸塚下倉田店2階

045-866-1551 ○

堀口クリニック 244-0816
横浜市戸塚区上倉田町498-11第5
吉本ﾋﾞﾙ1F

045-869-6464 ○

平野内科クリニック 244-0816
横浜市戸塚区上倉田町447-1ﾌﾟ
ﾗｰｼﾞｭ戸塚101

045-865-1115 ○

（医）協永会ながのクリニック 244-0816
横浜市戸塚区上倉田町481-1八恍
ﾋﾞﾙ1F

045-392-8612 ○

（医）横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立第2病院

244-0817 横浜市戸塚区吉田町579-1 045-881-3205 ○

相沢医院 244-0817 横浜市戸塚区吉田町651 045-881-0375 ○

戸塚いとう内科クリニック 244-0817 横浜市戸塚区吉田町930-1 045-869-3123 ○

（医）鈴映会鈴木医院 244-0841 横浜市栄区長沼町187 045-864-2133 ○

（医）江口医院 244-0842 横浜市栄区飯島町1413 045-891-0067 ○

(医)正節会阿部内科 244-0842 横浜市栄区飯島町1329-9 045-890-5400 ○

（医）鵬友会新中川病院 245-0001 横浜市泉区池の谷3901 045-812-6161 ○

緑園都市耳鼻咽喉科　酒井医院 245-0002 横浜市泉区緑園4-1-2 045-812-8699 ○

こまくさ女性クリニック 245-0002 横浜市泉区緑園2-1-6 ｱﾑﾆｽ2F 045-810-0051 ○

（医）山中クリニック 245-0002 横浜市泉区緑園3-2-8 ｱｰｶｽ2F 045-812-6670 ○
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緑園内科循環器科クリニック 245-0002 横浜市泉区緑園5-29-10 045-813-8062 ○

緑台クリニック 245-0002 横浜市泉区緑園2-6-11 045-813-6333 ○

会田クリニック 245-0002 横浜市泉区緑園6-2-1 045-811-2883 ○

（医）一準会岡津クリニック 245-0003 横浜市泉区岡津町2236 045-814-1416 ○

しかの内科・消化器クリニック 245-0004
横浜市泉区領家3-2-4山手台IKﾌﾟ
ﾗｻﾞ1F

045-438-9111 ○

はきいクリニック 245-0004 横浜市泉区領家4-2-1ﾒｲﾌﾟﾙ7 102 045-392-7340 ○

ますむら内科 245-0005 横浜市泉区白百合3-4-12 045-811-2621 ○

（社福）親善福祉協会 国際親善総
合病院

245-0006 横浜市泉区西が岡1-28-1 045-813-0221 ○

（医）敬生会 ともろークリニック 245-0008 横浜市泉区弥生台55-55 045-810-3005 ○

やよい台クリニック 245-0008 横浜市泉区弥生台51-12 045-812-0908 ○

（医）ふたば会やよい台内科・皮フ科 245-0008
横浜市泉区弥生台25-1弥生台石
川ﾋﾞﾙ201

045-813-5111 ○

しんぜんクリニック 245-0008 横浜市泉区弥生台16-1 045-435-5570 ○

にしいクリニック 245-0008 横浜市泉区弥生台20-24 045-443-6722 ○

湘南泉病院 245-0009 横浜市泉区新橋町1784 045-812-2288 ○

（医）順神会横浜緑園丘の上クリニッ
ク

245-0009 横浜市泉区新橋町53-1 045-810-0250 ○

（医）かねむらクリニック 245-0012
横浜市泉区中田北2-6-14ｱｲｴｲﾁ
ﾋﾞﾙⅡ1F-B

045-805-6685 ○

医療生協かながわ生活協同組合 中
田診療所

245-0013 横浜市泉区中田東3-3-27 045-802-2840 ○

（医）小林内科クリニック 245-0014 横浜市泉区中田南2-2-2 045-801-2551 ○

（医）水尾会 みずおクリニック 245-0014
横浜市泉区中田南3-9-1ｳｨｽﾃﾘｱ
館1階

045-805-3081 ○

（医）健齢会ふれあいクリニック泉 245-0014 横浜市泉区中田南4-3-23 045-803-3221 ○

さいとうクリニック 245-0014
横浜市泉区中田南3-2-21ﾊﾟｰｸﾋﾙ
ｽﾞ中田1階

045-800-5550 ○

應天堂内科中田町クリニック 245-0014
横浜市泉区中田南3-6-1希光ﾋﾞﾙ
2F

045-800-3330 ○

みやざわ内科クリニック 245-0015
横浜市泉区中田西1-1-27ﾈｸｽﾄｱｲ
2階

045-410-7440 ○

（医）塩田医院 245-0016 横浜市泉区和泉町6224-6 045-804-6655 ○

（医）光陽会横浜いずみ台病院 245-0016 横浜市泉区和泉町7838 045-806-1133 ○

はた胃腸科クリニック 245-0016 横浜市泉区和泉町5732-9光南ﾋﾞﾙ3F 045-806-0301 ○

（医）順神会ばんどうクリニック 245-0016 横浜市泉区和泉町514-8 045-800-3934 ○
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こが内科クリニック 245-0016 横浜市泉区和泉町334-12 045-804-2205 ○

安藤医院 245-0016
横浜市泉区和泉町6214-1相鉄いずみ
野駅北口ﾋﾞﾙ2階

045-392-3136 ○

杉ノ木石田診療所 245-0017 横浜市泉区下飯田町1786 045-802-3455 ○

（医）恵友会みやざわ医院 245-0018 横浜市泉区上飯田町2670-32 045-803-5050 ○

（医）孔雀会湘南お茶の水クリニック 245-0018 横浜市泉区上飯田町1221-1 045-800-6151 ○

板倉医院 245-0018 横浜市泉区上飯田町1107-1 045-804-6631 ○

医療生協かながわ生活協同組合 い
ずみ診療所

245-0023 横浜市泉区泉中央南4-19-13 045-802-2416 ○

柏木医院 245-0023 横浜市泉区和泉中央南1-37-7 045-802-8253 ○

みたに内科循環器科クリニック 245-0023
横浜市泉区和泉中央南3-1-66ﾌｫ
ﾚｽﾄいずみ中央

045-806-5067 ○

立場医院 245-0024 横浜市泉区和泉中央北2-2-30 045-802-8332 ○

（医）雲水会 ふじばし内科 245-0051
横浜市戸塚区名瀬町36-4 KMﾌﾟﾗ
ｻﾞ

045-813-6161 ○

井上内科 245-0051 横浜市戸塚区名瀬町765-29 045-813-7195 ○

和田医院 245-0052 横浜市戸塚区秋葉町131-3 045-811-1116 ○

（医）三宅医院 245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-1-18 045-861-2561 ○

よしい内科クリニック 245-0061
横浜市戸塚区汲沢1-10-46 踊場ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

045-861-2511 ○

（医）内科小児科むかひら医院 245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-39-24 045-861-4160 ○

汲沢中央診療所 245-0061 横浜市戸塚区汲沢8-29-16 045-881-5572 ○

踊場さかいだクリニック 245-0061 横浜市戸塚区汲沢8-2-1 045-865-3365 ○

すずき内科・胃腸内科クリニック 245-0061 横浜市戸塚区汲沢8-11-27 045-443-7117 ○

医療生協かながわ生活協同組合戸
塚病院

245-0062 横浜市戸塚区汲沢町1025-6 045-864-1241 ○

（医）吉原整形外科 245-0062 横浜市戸塚区汲沢町471-3 045-871-8488 ○

ふじわらクリニック 245-0062 横浜市戸塚区汲沢町163 045-871-2905 ○

（医）一寸奉仕聖母の園クリニック 245-0063 横浜市戸塚区原宿4-35-8 045-853-3117 ○

なかつじ医院 245-0063
横浜市戸塚区原宿5-33-6ﾄﾞｴﾙ原
宿Ⅱ-1F

045-392-6768 ○

岩出循環器内科クリニック 245-0063 横浜市戸塚区原宿4-14-15 1F 045-443-8818 ○

（医）ピーエムエー ソフィア横浜クリ
ニック

245-0065 横浜市戸塚区東俣野町911 045-854-2234 ○

岩間医院 245-0067 横浜市戸塚区深谷町857-6 045-851-3300 ○
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渡辺クリニック 245-0067 横浜市戸塚区深谷町210 045-851-3600 ○

（医）りんご会わかば医院 245-0067 横浜市戸塚区深谷町55-71 045-851-3232 ○

（医）森クリニック 245-0067 横浜市戸塚区深谷町219-1 045-858-5058 ○

（医）横浜博萌会 西横浜国際総合
病院

245-8560 横浜市戸塚区汲沢町56 045-871-8855 ○

（医）弘和会 江原医院 246-0013 横浜市瀬谷区相沢7-59-1 045-301-1218 ○

稲葉内科クリニック 246-0014 横浜市瀬谷区中央19-5 045-303-5616 ○

（医）和隆かなた内科クリニック 246-0014
横浜市瀬谷区中央6-20ﾏﾙｴﾂ瀬
谷店3F

045-300-3039 ○

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

045-301-2528 ○

（医）鵬友会本郷クリニック 246-0015 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
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 横浜市瀬谷区二ﾂ橋町489-45 045-360-8183 ○

（医）愛生会三ツ境病院 246-0022 横浜市瀬谷区三ﾂ境23-8 045-391-0006 ○

三ツ境クリニック 246-0022
横浜市瀬谷区三ﾂ境7-1 ﾀﾞｲｴｰ三
ﾂ境店B2F

045-363-9597 ○

木我内科クリニック 246-0022
横浜市瀬谷区三ﾂ境1-9ﾌﾞﾙｰﾍﾝﾋﾞ
ﾙ1F

045-363-0655 ○

（医）五十嵐外科胃腸科医院 246-0022 横浜市瀬谷区三ﾂ境110-2 045-362-5668 ○

田村医院 246-0022 横浜市瀬谷区三ﾂ境16-6 045-391-0025 ○

（医）北井クリニック 246-0022 横浜市瀬谷区三ﾂ境98-1 045-362-8181 ○

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

045-360-3558 ○

三ツ境はこだ内科 246-0022
横浜市瀬谷区三ﾂ境6-2三ﾂ境TK
ﾋﾞﾙ2階

045-360-0230 ○

かやま内科クリニック 246-0025 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 横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12 045-362-7111 ○

福田医院 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-12-21 045-302-5711 ○

(医)美里会瀬谷ふたつ橋病院 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷1-29-1 045-303-1151 ○

田川クリニック 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-43-1 045-304-1194 ○

（医）熊京会 天野内科胃腸科外科
医院

246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷5-14-3 045-301-0322 ○

（医）聖仁会 横浜甦生病院 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30 045-302-5001 ○

安達産婦人科医院 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-24-4 045-301-0539 ○
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戸塚内科小児科医院 246-0031
横浜市瀬谷区瀬谷5-14-10 ﾊｲﾑ
芝本101号

045-301-0171 ○

わたなべファミリークリニック 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷1-23-4Yﾋﾞﾙ1F 045-342-7747 ○

（医）大空会瀬谷医院 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-8-8 045-303-1191 ○

(医）九成会武岡クリニック 246-0031
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 ○

日本健康倶楽部 横浜支部診療所 246-0031
横浜市瀬谷区瀬谷4-5-31 ｼﾙﾊﾞｰ
ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2階

045-303-9622 ○ ○ ○

（医）聖陵会 及川胃腸科内科クリ
ニック

246-0032 横浜市瀬谷区南台1-30-11 045-302-8012 ○

河田医院 246-0034 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 横浜市瀬谷区下瀬谷1-41-5 045-300-3232 ○

吉岡脳外科外科診療所 246-0037 横浜市瀬谷区橋戸3-63-1 045-302-9181 ○

まいえ内科 246-0037
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 ○

小山台クリニック 247-0002 横浜市栄区小山台2-41-17 045-893-8736 ○

（医）杉本医院 247-0004 横浜市栄区柏陽20-27 045-891-5417 ○

和田医院 247-0005 横浜市栄区桂町702 045-893-5200 ○

（医）田中整形外科 247-0005 横浜市栄区桂町701-3 045-894-5521 ○

（医）柴崎内科クリニック 247-0005
横浜市栄区桂町324-6桂鈴木ﾋﾞﾙ
2F

045-892-5016 ○

医療法人社団瑛倖会なかたクリニッ
ク

247-0005 横浜市栄区桂町274-7 045-897-5858 ○

（医）慶寿会 小笹医院 247-0006 横浜市栄区笠間2-28-11 045-895-2230 ○

おれんじクリニック 247-0006
横浜市栄区笠間3-45ｶﾞｰﾃﾞﾝｱｿｼｴ
J棟1階

045-895-5000 ○

栄小磯診療所 247-0006 横浜市栄区笠間4-10-3 045-893-1100 ○

（医）前田医院 247-0007 横浜市栄区小菅ｹ谷2-39-8 045-892-4678 ○

（医）本郷台医院 247-0007 横浜市栄区小菅ｹ谷1-4-9-3 045-892-3921 ○

ヒルサイドクリニック 247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷4-9-1 045-479-8275 ○

木村内科・胃腸科 247-0007 横浜市栄区小菅ｹ谷1-23-1 045-894-1281 ○

横浜さかえ内科 247-0007 横浜市栄区小菅ｹ谷1-5-1A区画 045-897-5515 ○

大野内科医院 247-0008 横浜市栄区本郷台3-1-6 045-896-0500 ○

なかのクリニック 247-0009 横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-53-10-2 045-890-6226 ○

（医）若竹クリニック 247-0011 横浜市栄区元大橋1-27-5 045-891-6900 ○
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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）ホライズンひらいで内科クリニッ
ク

247-0015 横浜市栄区中野町27-8 045-897-5511 ○

わたなべ内科・消化器クリニック 247-0023 横浜市栄区長倉町1-1387-1 045-891-5550 ○

吉田こどもクリニック 247-0024 横浜市栄区野七里1-4-22 045-891-8888 ○

（医）緑ケ丘医院 247-0024 横浜市栄区野七里1-21-8 045-893-4046 ○

久保井内科医院 247-0025 横浜市栄区上之町16-20 045-891-0207 ○

かみごう医院 247-0025 横浜市栄区上之町2-17 045-891-1026 ○

米田クリニック 247-0031 横浜市栄区桂台北10-22 045-895-1300 ○

（医）進藤医院 247-0033 横浜市栄区桂台南1-10-10 045-893-9229 ○

国家公務員共済組合連合会横浜栄
共済病院

247-8581 横浜市栄区桂町132 045-891-2171 ○
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