
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）

橋本医院 237-0062 横須賀市浦郷町3-75 046-865-3754 ○

工藤内科クリニック 237-0063 横須賀市追浜東町3-42 046-865-1212 ○

金成医院 237-0063 横須賀市追浜東町3-22 046-865-5791 ○

湘南健診クリニック 237-0063 横須賀市追浜東町 3-53-12 046-867-2876 ○ ○ ○

うざわクリニック 237-0064
横須賀市追浜町3-14-9 和幸ﾋﾞﾙ
4F

046-813-6699 ○

たかとり医院 237-0066 横須賀市湘南鷹取1-33-2 046-865-9211 ○

湘南病院 237-0067 横須賀市鷹取1-1-1 046-865-4105 ○

伊藤クリニック 237-0068 横須賀市追浜本町2-33 046-865-9700 ○

高レディースクリニック 237-0068 横須賀市追浜本町1-24 046-866-6591 ○

月山内科クリニック 237-0068
横須賀市追浜本町1-23-6 座間ﾋﾞ
ﾙ2F

046-865-0018 ○

今井内科大腸肛門クリニック 237-0068
横須賀市追浜本町1-28-5 ｻﾝﾋﾞｰ
ﾁ追浜4F

046-869-3038 ○

追浜駅前ようこレディースクリニック 237-0068
横須賀市追浜本町1-28-5ｻﾝﾋﾞｰﾁ
追浜4F

046-867-1002 ○

追浜吉井内科クリニック 237-0068
横須賀市追浜本町1-40追浜平川
ﾋﾞﾙ1階

046-865-2530 ○

秋澤医院 237-0075 横須賀市田浦町2-5 046-861-4138 ○

あつみ内科 237-0076 横須賀市船越町1-43 046-860-1058 ○

田浦内科クリニック 237-0076 横須賀市船越町1-58-6 046-860-1788 ○

神奈川歯科大学附属病院 238-0004 横須賀市小川町1番地23 046-822-8810 ○

湘南内科医院 238-0006 横須賀市日の出町1-7 046-822-1034 ○

鈴木クリニック 238-0007 横須賀市若松町3-10 046-822-0978 ○

中央内科クリニック 238-0007 横須賀市若松町2-7 046-822-6859 ○

杉浦循環器内科クリニック 238-0007 横須賀市若松町2-5 矢島ﾋﾞﾙ5F 046-828-8841 ○

三武内科クリニック 238-0008
横須賀市大滝町1-21 ｼﾞｭﾈｽ横須
賀2F

046-828-6311 ○

ゆき呼吸器内科クリニック 238-0008
横須賀市大滝町2-15 横須賀東相
ﾋﾞﾙ3F

046-828-4159 ○

大滝町乳腺消化器クリニック 238-0008 横須賀市大滝町2-12 ﾖｺｽｶﾀﾜｰ7F 046-828-5506 ○

横須賀タワークリニック 238-0008
横須賀市大滝町2-6ｻﾞ･ﾀﾜｰ横須
賀中央401

046-821-0008 ○

横須賀中央診療所 238-0011 横須賀市米が浜通1-18-15 046-823-8691 ○

山下ファミリークリニック 238-0011 横須賀市米が浜通1-4 小山ﾋﾞﾙ3F 046-824-8989 ○
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水口整形外科 238-0011 横須賀市米が浜通2-4 046-827-2231 ○
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くすの木クリニック 238-0011 横須賀市米が浜通1-17 YMﾋﾞﾙ4F 046-884-8862 ○

マールクリニック横須賀 238-0011
横須賀市米が浜通1-8-7 共立米
が浜ﾋﾞﾙ5F

046-828-5333 ○

中島内科クリニック 238-0011 横須賀市米が浜通1-17 YMﾋﾞﾙ2F 046-829-1091 ○

三上医院 238-0012 横須賀市安浦町2-2 046-822-0750 ○

ナーブ・ケア・クリニック 238-0012 横須賀市安浦町2-19 046-824-7638 ○

里吉内科クリニック 238-0014 横須賀市三春町1-6-5 046-827-4114 ○

田中胃腸科医院 238-0017 横須賀市上町2-46 046-823-1515 ○

小松原レディースクリニック 238-0017 横須賀市上町3-1 046-823-0507 ○

さいとう内科クリニック 238-0017
横須賀市上町1-40-12 上町Nﾋﾞﾙ
1F

046-828-5552 ○

しざわクリニック 238-0017
横須賀市上町2-7-5 横須賀上町ｸ
ﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

046-823-8551 ○

妹尾内科医院 238-0022 横須賀市公郷町1-58-4 046-853-9092 ○

フロムワン付属診療所 238-0022 横須賀市公郷町3-68-3 046-876-8780 ○

湘南グリーンクリニック 238-0024 横須賀市大矢部3-1-25 046-834-8991 ○

いまざわ皮フ科 238-0024 横須賀市大矢部2-2-18 046-838-4112 ○

田近おおやべクリニック 238-0024 横須賀市大矢部2-2-18-2F 046-837-7700 ○

やまうち内科クリニック 238-0031 横須賀市衣笠栄町1-61 046-852-4970 ○

きくち消化器・内科クリニック 238-0031
横須賀市衣笠栄町2-66-3 KMﾋﾞﾙ
2F

046-850-3285 ○

神奈川県同胞援護会 衣笠診療所 238-0032 横須賀市平作8-14-1 046-851-2137 ○

神奈川みなみ医療生活協同組合
衣笠診療所

238-0032 横須賀市平作7-10-27 046-851-1062 ○

さとう内科・呼吸器科クリニック 238-0032
横須賀市平作8-20-15 衣笠かつ
みｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

046-854-4870 ○

原医院 238-0034 横須賀市金谷2-1-22 046-851-1310 ○

新明外科胃腸科 238-0034 横須賀市金谷2-2-15 046-853-3228 ○

佐々木医院 238-0035 横須賀市池上5-8-5 046-851-0424 ○

大澤医院 238-0042
横須賀市汐入町2-2-12 ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾋﾞ
ﾙ2F

046-822-0249 ○

大畑医院 238-0043 横須賀市坂本町4-5 046-822-1419 ○

小野田医院 238-0043 横須賀市坂本町1-2 046-823-6245 ○

佐々木Ｋクリニック 238-0046 横須賀市西逸見町1-5 046-822-0123 ○
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横須賀市保健所健診センター 238-0046 横須賀市西逸見町1-38-11 046-822-4527 ○

高澤整形外科醫院 238-0052 横須賀市佐野町4-51 046-850-3770 ○

三輪医院 238-0056 横須賀市鶴が丘2-3-2 046-822-7045 ○

今井ウイメンズクリニック 238-0311 横須賀市太田和1-1-8 AYﾋﾞﾙ2F 046-855-0714 ○

渕上内科クリニック 238-0311 横須賀市太田和1-1-8 AYﾋﾞﾙ3F 046-855-0565 ○

山形医院 238-0313 横須賀市武2-12-3 046-856-1456 ○

サンライズファミリークリニック 238-0313
横須賀市武1-20-17 ﾗｲﾌｺｰﾄ横須
賀武山ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

046-876-8811 ○

武山内科 238-0313
横須賀市武1-20-17 ﾗｲﾌｺｰﾄ横須
賀武山ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 2F

046-874-8317 ○

武山加藤医院 238-0315 横須賀市林3-1-7 046-856-6636 ○

野村内科クリニック 238-0315 横須賀市林1-23-6 ﾐｽﾞｹﾝﾋﾞﾙ2F 046-858-1371 ○

嘉山医院 238-0316 横須賀市長井1-8-14 046-856-1020 ○

ながいクリニック 238-0316 横須賀市長井3-33-1 046-827-7323 ○

聖ヨゼフ病院 238-8502 横須賀市緑が丘28 046-822-2134 ○

横須賀共済病院 健康管理センター 238-8558 横須賀市米が浜通1-16 046-822-2982 ○ ○ ○

横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町2-36 046-823-2630 ○

衣笠病院 健康管理センター 238-8588 横須賀市小矢部2-23-1 046-852-1116 ○

北川外科・胃腸科 239-0043 横須賀市坂本町2-31 ｴﾙｴｽﾋﾞﾙ2F 046-821-0557 ○

工藤医院 239-0801 横須賀市馬堀海岸3-26-7 046-843-0800 ○

いまにしクリニック 239-0802 横須賀市馬堀町1-7-8 046-835-0316 ○

斉藤内科医院 239-0802 横須賀市馬堀町2-13-2 KYﾋﾞﾙ2F 046-833-3901 ○

安田内科・皮ふ科 239-0802 横須賀市馬堀町3-2-12 046-874-7580 ○

湘南山手つちだクリニック 239-0804 横須賀市吉井2-3-5 046-846-5275 ○

中山内科クリニック 239-0804 横須賀市吉井3-13-1 3F 046-834-0246 ○

久里浜横井クリニック 239-0805 横須賀市舟倉1-30-12 046-833-6133 ○

北久里浜医院 239-0807 横須賀市根岸町3-2-15 046-835-3377 ○

青山医院 239-0807 横須賀市根岸町4-1-31 046-834-3873 ○

村岡クリニック 239-0807
横須賀市根岸町2-22-8 第一赤坂
ﾋﾞﾙ2F

046-833-2228 ○
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髙宮小児科 239-0807 横須賀市根岸町4-3-20 046-837-7300 ○

稲田内科 239-0807
横須賀市根岸町2-31-13 ﾅヴｨｰﾙ
北久里浜2F

046-836-9665 ○

宮入内科 239-0807 横須賀市根岸町3-12-6 046-830-5351 ○

石橋クリニック 239-0808 横須賀市大津町1-8-32 046-837-3233 ○

とづか内科クリニック 239-0808 横須賀市大津町1-12-22 046-830-3075 ○

はやし内科クリニック 239-0808
横須賀市大津町1-16-7 ﾋﾟｵﾓﾝﾃ
1F

046-830-5517 ○

小磯診療所 239-0813 横須賀市鴨居2-80-9 046-842-9571 ○

鴨居ファミリークリニック 239-0813 横須賀市鴨居1-17-16 2F 046-841-7277 ○

よしいけ内科クリニック 239-0821 横須賀市東浦賀1-1-7 高橋ﾋﾞﾙ3F 046-846-5321 ○

よこすか浦賀病院 239-0824 横須賀市西浦賀1-11-1 046-841-0922 ○

紺野内科医院 239-0831 横須賀市久里浜4-7-15 046-834-5885 ○

久里浜プラムクリニック 239-0831 横須賀市久里浜3-10-2-101 046-838-3866 ○

めぐみケアクリニック 239-0831 横須賀市久里浜1-11-7 046-837-3341 ○

黒沢クリニック 239-0831 横須賀市久里浜4-15-7 KHﾋﾞﾙ2F 046-838-5963 ○

まつもと内科クリニック 239-0831 横須賀市久里浜1-1-7 菊屋ﾋﾞﾙ1F 046-838-5856 ○

鈴木内科クリニック 239-0831 横須賀市久里浜1-3-17-2F 046-833-8823 ○

中村整形外科 239-0831 横須賀市久里浜4-11-15 046-836-0099 ○

久里浜みなとクリニック 239-0831 横須賀市久里浜5-12-21 046-834-2828 ○

北久里浜脳神経外科 239-0835 横須賀市佐原3-3-12 046-838-4771 ○

遠藤胃腸科外科医院 239-0841 横須賀市野比1-17-1 046-848-9122 ○

パシフィックホスピタル 239-0841 横須賀市野比5-7-2 046-849-1570 ○

青葉内科クリニック 239-0841 横須賀市野比1-25-5 荒井ﾋﾞﾙ1F 046-847-1210 ○

鎌倉医院 239-0841 横須賀市野比2-29-22 046-848-1896 ○

菱沼クリニック 239-0841 横須賀市野比1-42-47 046-839-2666 ○

白ゆり総合リハケアクリニック 239-0841 横須賀市野比2-2-6 046-839-2535 ○

倉田耳鼻咽喉科 239-0842 横須賀市長沢3-3-10 046-848-8741 ○

ふかさわクリニック 239-0842
横須賀市長沢1-33-7 ﾙﾋﾞｪｰﾇ長沢
B 1F

046-848-8858 ○
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小倉医院 239-0843 横須賀市津久井2-17-21 046-848-0290 ○

うめざわ医院 239-0844 横須賀市岩戸2-17-6 046-848-2442 ○

齋藤医院 240-0101 横須賀市長坂2-9-23 046-857-5121 ○

しおさい診療所 240-0104 横須賀市芦名2-29-25 046-874-4031 ○

横須賀市立市民病院 240-0195 横須賀市長坂1-3-2 046-858-1746 ○ ○ ○

神奈川みなみ医療生活協同組合
三浦診療所

238-0101 三浦市南下浦町上宮田3263-1 046-889-3288 ○

医療法人英和会 徳山診療所 238-0101 三浦市南下浦町上宮田2785-1 046-888-5115 ○

医療法人つばさ会 三浦海岸つばさ
クリニック

238-0101 三浦市南下浦町上宮田323-3 046-887-3555 ○

三浦中央医院 238-0101 三浦市南下浦町上宮田1738-1 046-888-5010 ○

三浦メディカルクリニック 238-0111
三浦市初声町下宮田5-16 ﾍﾞｲｼｱ
三浦店2階

046-888-0505 ○

あさい内科クリニック 238-0113 三浦市初声町入江76-1 046-888-2217 ○

三浦市立病院 238-0222 三浦市岬陽町4-33 046-882-2111 ○ ○ ○

こだまクリニック 238-0225 三浦市三崎町小網代1543-1 046-880-0358 ○

医療法人社団 飯島医院 238-0242 三浦市東岡町10-1 046-881-5265 ○

（医）葉山のむらクリニック 240-0111 三浦郡葉山町一色2154-2 046-875-8615 ○

（医）竹田医院 240-0112 三浦郡葉山町堀内1426-4 046-876-1939 ○

森戸海岸三浦クリニック 240-0112 三浦郡葉山町堀内1163-7 046-876-7881 ○

ホリスティックメディカルクリニック 240-0112 三浦郡葉山町堀内895-6 046-877-5020 ○

ののはなクリニック 240-0112 三浦郡葉山町堀内1735-52 046-827-6321 ○

葉山岩崎内科クリニック 240-0112 三浦郡葉山町堀内825-3 046-875-0036 ○

（医）長柄診療所 240-0113 三浦郡葉山町長柄849 046-884-8560 ○

(医）葉山ハートセンター 240-0116 三浦郡葉山町下山口1898-1 046-875-1717 ○
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