相互協力医療機関一覧表
医 療 機 関 名
ながともクリニック
楠クリニック
有馬医院
ベイシティアイクリニック
ハヤシ眼科クリニック
前川メディカルクリニック
徳井内科クリニック
廣島耳鼻咽喉科
吉田整形外科医院
松尾医院
ヘルチェックレディース横浜クリニック
横浜相鉄ビル皮膚泌尿器科医院
横浜相鉄ビル内科医院
横浜相鉄ビル眼科医院
横浜西口ヘルチェッククリニック
中野レディースクリニック
久保クリニック
よこはまペインクリニック
A CLINIC
滝沢皮膚科
横浜レディースクリニック
内藤クリニック
ベイサイドクリニック
秋月リウマチ科
柳川ビルクリニック
三ツ沢ハイタウンクリニック
聖マリアクリニック 横浜ステーション分院
横浜第一病院
よこはま高島町クリニック
横浜東口腎クリニック
品川美容外科 横浜院
横濱髙島診療所
横浜東口鳥居クリニック
横浜循環器呼吸器内科クリニック
横浜糖尿病クリニック
よこはま駅ビル眼科
横浜そごう健康管理室
スカイビル眼科医院
スカイビル腎・泌尿器科クリニック
横浜東口クリニック
スカイビル内科

所

在

地

西区楠町7-1シルエタワーよこはま1階
西区楠町14-3 エクセルビル2F
西区楠町27-2有馬ビル1階
西区北幸1-1-5渡辺ビル7F
西区北幸1-1-8エキニア横浜6階
西区北幸1-1-8エキニア横浜8階
西区北幸1-2-13横浜共同ビル3F
西区北幸1-4-1天理ビル5F
西区北幸1-4-1天理ビル5F
西区北幸1-4-1天理ビル5F
西区北幸1-4-1天理ビル23F
西区北幸1-11-5相鉄KSビル2F
西区北幸1-11-5相鉄KSビル2F
西区北幸1-11-5相鉄KSビル2F
西区北幸1-11-15横浜STビル3F
西区北幸2-4-10大明ビル2F
西区北幸2-5-15 ﾌﾟﾚﾐｱ横浜西口ﾋﾞﾙ1F
西区北幸2-10-50北幸山田ビル8F
西区南幸1-5-39太洋ビル6F
西区南幸2-7-11松山ビル2F
西区南幸2-18-1 TSUTSUI横浜ビル4F
西区南幸2-20-2共栄ビル8F
西区南幸2-20-11Nsビル6F
西区南幸2-20-24ベルメゾン横浜1F
西区南幸2-21-5 柳川ビル2F
西区宮ヶ谷25-2三ツ沢ハイタウン1-110
西区高島2-3-19 高島ﾋﾞﾙ5F
西区高島2-5-15
西区高島2-10-32岡村ビル2F
西区高島2-13-2横浜駅前共同ビル6F
西区高島2-13-12 ﾖｺﾊﾏジャスト3号館7F
西区高島2-14-11 第2田浦ビル6階
西区高島2-14-13 エストビル3F
西区高島2-14-17 クレアトール横浜ビル3F
西区高島2-14-17 クレアトール横浜ビル4F
西区高島2-16-1ルミネ横浜6F
西区高島2-18-1
西区高島2-19-12スカイビル9F
西区高島2-19-12スカイビル9F
西区高島2-19-12スカイビル17F
西区高島2-19-12スカイビル21F

電話番号

診療科目

045-314-0063
045-290-7515
045-311-0410
045-314-2010
045-320-3888
045-312-3568
045-410-0355
045-319-5287
045-312-4902
045-311-4835
045-317-8233
045-311-3208
045-311-3827
045-311-2752
045-325-0101
045-534-8904
045-316-2555
045-312-0130
045-330-4223
045-312-7201
045-620-2116
045-316-8270
045-312-1151
045-290-6088
045-311-3925
045-312-0290
045-440-2800
045-453-6711
045-444-1117
045-451-1607
045-317-4770
045-451-1717
045-450-3331
045-450-3330
045-450-4050
045-595-9497
045-465-2266
045-461-1675
045-441-0040
045-451-3388
045-461-1603

内科、呼吸器内科
内科、整形外科、皮膚科
内科、外科、胃腸、肛門、皮膚科
眼科
眼科
内科、循環器、呼吸器、糖尿病
内科、消化器、糖尿病、甲状腺
耳鼻咽喉科

令和元年５月現在
U R L
http://e-clinicmall.com/nagatomo-c/

http://www16.ocn.ne.jp/~marima/
http://www.hayashi-ganka.com/
http://www.maekawa-medical.com/
http://www.tokui-clinic.com/

整形外科、放射線科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

内科､消化器内科
http://www.zenjinkai.orjp/dialysis_clinic/ladies_yokohamal/
健診
皮膚科､泌尿器科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科
内科､循環器
http://www.sotetsu-naika.com
眼科
http://www.aikeikai.jp
http://www.zenjinkai.orjp/dialysis_clinic/yokohamal_west/
人工透析
産婦人科
http://www.nakanoladies.com
内科、循環器、呼吸器、消化器、外科､皮膚科 http://www.kubocli.com
http://www.geocities.jp/yokohamapain/
麻酔科､外科
美容外科、美容皮膚､美容形成 http://www.a-clinic.net
皮膚科
産婦人科
http:/yokohama-ladies.com
内科、循環器
内科､糖尿病科､漢方科
内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ、ﾘｳﾏﾁ
http://akizuki-clinic.jp
内科、外科、消化器、歯科
http://yanagawa-bc.com
内科､消化器科
産婦人科､小児科
http://www.strc-y.com/
内科、外科、泌尿器科、皮科、整形外科、胃腸 http://www.zenjinkai.or.jp/hospital/yokohama/

脳神経外科、内科、外科
人工透析
美容外科、美容皮膚科
麻酔科
皮膚科、泌尿器科

http://www.takashimacho-clinic.jp
http://www.zenjinkai.orjp/dialysis_clinic/yokohama_east_cl/

http://www.sinagawa.com
http://yokohama-cannenpainnelief.jp
http://www.torii-clinic.ne.jp/about
内科、循環器、呼吸器､糖尿病内科 http://yokohama-clinic.com
糖尿病内科
眼科
http://www.yokohamaganka.com
内科
http://www.yokohama-eyeclinic.com/
眼科
泌尿器科
http://sky-uro-clinic.com/
内科、循環器、婦人科、健診 http://yokohama-east-clinic.jp/
内科、循環器、胃腸、呼吸器、皮膚科 http://www.sukaibiru-naika.jp/

アムスランドマーククリニック
ランドマーク横浜国際クリニック
ランドマーク医院
日揮健康管理センター
クイーンズアイクリニック
クィーンズクリニック
クイーンズスクエア皮膚科・アレルギー科
横浜銀行健康管理センター
三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 横浜地区健康管理ｾﾝﾀｰ

横浜エムエムクリニック
みなとみらいメディカルスクエア
みなとみらい夢クリニック
みなとみらいクリニック
かもめ・みなとみらいクリニック
株式会社野村総合研究所 横浜健康管理室
ＭＭテラスクリニック
ＭＭわんぱくこどもクリニック
みなとみらい眼科
みなとみらいレディースクリニック
みなとみらい耳鼻咽喉科
みなとみらい内科クリニック
みなとみらい小児科クリニック
プライムコーストみなとみらいクリニック
いちの内科クリニック
田渕レディスクリニック
横浜東口 中村クリニック
やまなかクリニック
平沼クリニック
コンフォート横浜クリニック
河村内科医院
松島病院
ハマノ産婦人科医院
浜田戸部整形外科
戸部医院
まつい眼科医院
鈴木内科クリニック
亀田病院
松島クリニック
川本クリニック
渡邊医院
西戸部こどもクリニック
諸星クリニック
吉村耳鼻咽喉科医院
岡部医院

西区みなとみらい2-2-1-1ランドマークタワー7F
西区みなとみらい2-2-1-1ランドマークタワー7F
西区みなとみらい2-2-1-1ランドマークタワー7F
西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA１7F
西区みなとみらい2-3-5クイーンズタワーC4F
西区みなとみらい2-3-5クイーンズタワーC4F
西区みなとみらい2-3-5クイーンズタワーC8F

西区みなとみらい3-1-1
西区みなとみらい3-3-1
西区みなとみらい3-3-1三菱重工ビル3Ｆ
西区みなとみらい3-6-3みなとみらいMMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F
西区みなとみらい3-6-3みなとみらいMMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F
西区みなとみらい3-6-3みなとみらいMMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ3F
西区みなとみらい3-6-3みなとみらいMMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ3F

西区みなとみらい4-4-1 横浜野村ビル
西区みなとみらい4-6-2みなとみらいグランドセントラルタワー2F

西区みなとみらい4-7-1みなとみらいﾐｯﾄﾞｽｸｴｱ2階B
西区みなとみらい4-7-1みなとみらいﾐｯﾄﾞｽｸｴｱ2階C
西区みなとみらい4-7-1みなとみらいﾐｯﾄﾞｽｸｴｱ2階D
西区みなとみらい4-7-1みなとみらいﾐｯﾄﾞｽｸｴｱ2階F
西区みなとみらい4-7-1みなとみらいﾐｯﾄﾞｽｸｴｱ2階G
西区みなとみらい6-3-4プライムユーストみなとみらい2F
西区みなとみらい6-3-4プライムユーストみなとみらい2F

西区平沼1-2-12甘糟平沼ビル2F
西区平沼1-2-20甘糟ビル2F-E
西区平沼1-2-23 中村ビル1F
西区平沼1-17-8シャルマンヒロ1F
西区平沼1-32-13
西区平沼2-8-25
西区宮崎町43
西区戸部本町19-11
西区戸部本町24-1
西区戸部本町49-15 オーベル横浜戸部本町202
西区戸部本町50-17 メゾン・ド・アイ壱番館101

西区戸部本町51-10
西区戸部町5-204
西区御所山町77
西区伊勢町3-138
西区西戸部町1-15
西区西戸部町2-120
西区西戸部町2-174
西区中央1-4-9
西区中央1-27-13
西区中央2-19-15

045-222-5588
045-224-2111
045-222-5652
045-682-8975
045-682-4455
045-682-4123
045-682-4112
045-225-1111
045-200-9891
045-225-0953
045-228-2000
045-228-3131
045-664-6606
045-228-2212
045-613-7192
045-651-1112
045-641-1893
045-264-4268
045-681-0333
045-640-4114
045-641-0550
045-264-8546
045-681-3711
045-314-1125
045-314-3300
045-534-8590
045-412-6788
045-323-2324
045-321-6090
045-231-0914
045-321-7311
045-323-1131
045-548-3703
045-313-3280
045-322-6249
045-231-3355
045-231-1881
045-241-7311
045-241-2315
045-231-5618
045-260-1495
045-321-0261
045-321-3837
045-321-5703

健診

http://www.ams-dock.jp/landmark/index.htm

脳神経外科、神経内科、内科､整形外科､ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ

http://myclinic.ne.jp/hamabrain

内科、循環器、呼吸器､消化器科､心療内科

http://www.landmarkiin.jp/landmark.htm

内科、循環器
眼科
http://queens-eye.jp
内科、循環器、呼吸器、消化器科
皮膚科、アレルギー
http://www.queens-sq.or.jp
内科、胃腸、歯科
内科
http://www.myclinic.ne.jp/mmclinic.jp/
内科、外科、産婦人科
内科、循環器、呼吸器、消化器、外科、産婦人科

http://www.sowa.or.jp/mm/index.html

不妊治療
内科、呼吸器､糖尿病外来､甲状腺外来

人工透析
内科
内科
小児科
眼科
産婦人科
耳鼻咽喉科
内科、消化器、心療内科
小児科
内科、整形外科
内科、呼吸器、ｱﾚﾙｷﾞｰ
産婦人科
小児科、内科、耳鼻咽喉科
内科、外科、胃腸、皮膚科
内科､消化器、神経内科､呼吸器科､循環器科

http://www.minatomirai-clinic.com/
http://www.kamome-clinic.org
http://www.mm-terrace-clinic.com
http://www.mmwanpaku.com/
http://www.mm-ganka.jp/
http://www.minatomirai-clinic.jp/
http://www.mm-jibika.com/
http://www.mm-naika.jp/
http://www.mm-kids.jp
http://prymecoast-mmcl.jp
http://ichino-clinic.com
http://www.tabuchi-clinic.org/top.htm

http://yokohama-nakamura.com
http://www.yamanaka-clinic.com/
http://www13.plala.or.jp/hirasin/
http://transradial.org

内科、消化器
内科
肛門科、外科
産婦人科
http://www.hamano-clinic.jp
整形外科、リハビリテーション科 https://hamada-seikei.jp
内科、外科
眼科
http://www.matsui-ec.com/
内科､内分泌、糖尿、甲状腺
内科、外科、皮膚科、泌尿器科、整形外科､放射線科､リハビリテーション http://www.kameda-hp.org/
http://www.matsushima-hp.or.jp/clinic_hp/
内科、消化器、健診
内科、消化器、循環器､脳神経外科
内科､神経科、精神科、糖尿病､在宅 http://geocities.jp/javeline-dog

小児科
精神科､内科
耳鼻咽喉科
内科、消化器、循環器

進藤医院
富田内科クリニック
富田こどもクリニック
香取耳鼻咽喉科
中島整形外科
おさく皮膚科
青木小児科医院
遠藤眼科医院
石井産婦人科医院
さいとう整形外科
木村クリニック
石川医院
同仁堂田中医院
ミルディス皮フ科横浜西口
横浜血管クリニック
横浜岡野町クリニック
川村内科診療所
横浜こどもクリニック
横浜整形外科クリニック
おのだ皮膚科
洪福寺耳鼻咽喉科
大口さいとうクリニック
吉野整形外科
くにひろクリニック
大口眼科クリニック
山川皮ふ科
大口公園クリニック
わたなべクリニック
杉田クリニック
さくまファミリークリニック
井関医院
横浜みなとメディカルクリニック
ヨコハマポートサイドプレイス中崎クリニック
ポートサイド女性総合クリニックビバリータ
港町診療所
あびこ消化器内科クリニック
神奈川運輸業健康保険組合保健センター
おおぐり医院
ななしまクリニック
はまかぜ診療所
コシ産婦人科医院
杉浦内科クリニック
中村医院
藤中整形外科

西区中央2-36-7
西区藤棚町1-58-6 富田クリニック1F
西区藤棚町1-58-6 富田クリニック3F
西区藤棚町1-95-1-101
西区藤棚町1-120 藤棚クリニックビル1F
西区藤棚町1-120 藤棚クリニックビル3F
西区境之谷73
西区久保町17-26
西区久保町19-27
西区浅間町4-347-4 BayWest101
西区浅間町5-380-1
西区岡野1-1-36
西区岡野1-3-6
西区岡野1-14-1 横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F
西区岡野1-14-1 横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F
西区岡野1-14-1 横浜ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F
西区岡野2-5-18 サミット横浜岡野店2F
西区岡野2-5-18 サミット横浜岡野店2F
西区岡野2-5-18 サミット横浜岡野店2F
西区岡野2-5-18 サミット横浜岡野店2F
西区南浅間町31-11 洪福寺ビル201
神奈川区大口通30-5 鈴鹿ビル2F
神奈川区大口通56-5 大口ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F
神奈川区大口通56-5 大口ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F
神奈川区大口通56-5 大口ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F
神奈川区大口通57-2 トップアングルビル2F
神奈川区大口仲町15-2
神奈川区新子安1-22-11
神奈川区浦島町4-1
神奈川区新町21-8 新町第1京急ﾋﾞﾙ2F
神奈川区栄町6-1 横浜ポートサイドロア弐番館1F
神奈川区橋本町2-5-1 サンシティみなとみらいEAST1F

神奈川区大野町1-25 横浜ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ3F
神奈川区大野町1-25 横浜ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ3F

神奈川区金港町7-6
神奈川区青木町6-15
神奈川区青木町8-1
神奈川区七島町127-9
神奈川区七島町161-5
神奈川区立町6-1 ANNI横浜EAST6F
神奈川区白楽71-8
神奈川区白楽100-5 白楽コミュニティプラザ3F

神奈川区白楽121
神奈川区白幡町6-19

045-321-5644
045-260-6313
045-242-1543
045-350-8741
045-243-6651
045-252-0052
045-231-4144
045-231-3847
045-241-3221
045-312-6663
045-311-5645
045-311-2439
045-311-3974
050-3734-5835

内科､小児科
内科、胃腸、消化器
小児科
耳鼻咽喉科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
皮膚科
小児科
眼科
産婦人科
整形外科
内科､皮膚科､婦人科
耳鼻咽喉科､歯科
内科、消化器、眼科
皮膚科
血管外科
内科、消化器
内科
小児科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
皮膚科
耳鼻咽喉科

http://www.s-hakuyuukai.or.jp/
http://www.tomita-clinic.jp/top.html
http://www.myclinic.ne.jp/tomitakidscl/pc/

http://www.katori-jibika.com/index.html

http://www.saitoseikei.jp/
http://www.kimuraclinic.info/pc/
http://www.ishikawaclinic.net/04.htm

045-534-8880
http://yokohama-kekkan.com
045-314-2311
045-313-5055
http://www.kawamuranaika.jp
045-548-9777
http://www.yokohama-kodomo.jp
045-326-3181
045-323-3553
045-312-6910
045-431-7177 内科、外科、消化器内科、肛門外科 http://www.o-guch-saito-cl.com/
045-431-0111 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ、ﾘｳﾏﾁ､小児整形､ｽﾎﾟｰﾂ整形 http://www.yoshino-seikei.jp/
045-432-8877 内科､消化器､外科､ｱﾚﾙｷﾞｰ､肛門､婦人科､循環器 http://www.kunihiro-clinic.com
045-439-6007
眼科
045-432-1107
皮膚科
http://www.yamakawa-hif.com
http://www13.plala.or.jp/OguchiParkClinic/
045-642-7249
内科､消化器内科
045-438-3270 内科、循環器､消化器内科､皮膚科、心療内科 http://watanabecl.net
045-450-5550
内科、外科、形成外科
045-440-2855
内科、小児科､消化器内科
045-451-6864 内科、消化器、外科、皮膚科､甲状腺外来､乳腺外来
045-440-1221
内科
内科、消化器内科､小児科、脳神経外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
045-450-7730
http://www.nakazaki-cl.com/
045-440-5567
産婦人科
http://www.vivalita.com
045-453-3673 内科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科､心療内科
045-441-7701
内科、消化器内科
http://www.abicli.com
045-661-3278
内科
045-430-1105 内科、呼吸器、循環器、消化器､小児科 http://www.myclinic.ne.jp/ooguriiin
045-439-7728 内科、呼吸器内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ、小児科、循環器 http://www.nanashima-clinic.com
045-716-6600
内科
http://www.hamakaze.org
http://www.koshi-sanfujinka.com/index.html
045-432-2525
産婦人科
045-402-5650 内科､循環器､消化器､皮膚科 http://www.bekkoame.ne.jp/~fsugiura/
http://www.ne.jp/asahi/clinic/nakamura/
045-432-1080
内科､消化器
045-433-7700
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ､ﾘｳﾏﾁ科

さかきばらクリニック
神大寺ホームケアクリニック
斎田医院
竹内皮膚科クリニック
朝日内科クリニック
いわさきしほ小児科
的野ウイメンズクリニック
やました泌尿器科皮フ科クリニック
岸内科医院
原産婦人科クリニック
白楽腎クリニック
神戸医院
くろたき耳鼻咽喉科
藤江医院
まつしま内科クリニック
竹村耳鼻咽喉科医院
神奈川レディースクリニック
村瀬クリニック
石井整形外科
神奈川はた皮膚科クリニック
神奈川ウィメンズクリニック
西神奈川ヘルスケアクリニック
吉尾クリニック
吉尾耳鼻咽喉科医院
みついわクリニック六角橋
ごとう整形外科
高橋眼科医院
いわた内科クリニック
ヤマダレディースクリニック
反町駅前内科皮膚科
反町整形外科
野村皮膚科医院
反町耳鼻咽喉科
中村胃腸科内科医院
川久保診療所
たての耳鼻咽喉科
横浜呼吸器クリニック
横浜西口菅原皮膚科
能勢クリニック
消化器内科 横浜むらきクリニック
神奈川歯科大学付属横浜クリニック
横浜HARTクリニック
横浜北幸クリニック
福永クリニック

神奈川区白幡向町6-29
神奈川区神大寺1-11-12
神奈川区六角橋1-4-3
神奈川区六角橋1-6-12 ﾘﾋﾞｴｰﾙ白楽2F
神奈川区六角橋1-6-14 白楽ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F
神奈川区六角橋1-6-14 白楽ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ302
神奈川区六角橋1-6-14 白楽ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ4F
神奈川区六角橋1-13-1 ﾋﾞｯｸﾞﾗｲｽﾞﾋﾙ六角橋1F

神奈川区六角橋1-24-3 橘ｺｰﾎﾟ1F
神奈川区六角橋1-30-4
神奈川区六角橋2-8-10
神奈川区六角橋4-1-1
神奈川区六角橋5-3-10
神奈川区平川町26-2
神奈川区西神奈川1-5-2 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ東神奈川1F

神奈川区西神奈川1-7-8 ことぶきビル1F
神奈川区西神奈川1-11-5 ARTVISTA横浜ﾋﾞﾙ

神奈川区西神奈川1-12-7
神奈川区西神奈川1-13-12 アーバンビル2F

神奈川区西神奈川1-20-5 MAEビル5F
神奈川区西神奈川1-20-7 ﾋﾞｭｰｻｲﾄ横浜4F
神奈川区西神奈川2-6-1
神奈川区西神奈川2-6-8
神奈川区西神奈川3-2-10
神奈川区西神奈川3-8-2 TMビル1・2F
神奈川区西神奈川3-17-11 ファーストヒルズビル1F
神奈川区西神奈川3-17-11 ファーストヒルズビル2F

神奈川区二ッ谷町6-3 雷鳴堂ビル2F
神奈川区二ッ谷町6-3 雷鳴堂ビル301
神奈川区反町3-18-2 スタイリオ横浜反町2F
神奈川区反町3-18-2 スタイリオ横浜反町3F

神奈川区反町4-27-14 チャリオタワー2Ｆ
神奈川区反町4-27-16 スリーハーツビル2階

神奈川区上反町2-16-5
神奈川区上反町1-6-3
神奈川区鶴屋町2-22-3 伊藤ビル3F
神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ビル2F
神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ビル3F
神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ビル3F
神奈川区鶴屋町2-26-4 第3安田ビル1F
神奈川区鶴屋町3-31-6
神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル7F
神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル9F
神奈川区松本町1-3-45

045-435-1961
045-548-5166
045-432-2251
045-402-2552
045-436-3788
045-947-4522
045-435-1107
045-439-2022
045-642-3420
045-401-9511
045-481-0105
045-491-0137
045-481-8976
045-491-8578
045-324-3480
045-324-0087
045-290-8666
045-320-3306
045-317-8666
045-435-1112
045-431-5000
045-430-3530
045-433-3133
045-491-8329
045-947-3400
045-432-8116
045-439-1131
045-317-8166
045-987-2811
045-321-2032
045-324-2122
045-328-1377
045-317-4187
045-321-7657
045-322-6110
045-313-3387
045-317-6005
045-324-1281
045-312-2323
045-323-6611
045-313-0027
045-620-5731
045-325-1212
045-321-6321

内科、腎臓、消化器内科、循環器、神経内科

内科
内科､循環器､皮膚科､小児科
皮膚科
内科､消化器､神経内科
小児科
産婦人科
泌尿器科､皮膚科
内科
産婦人科
人工透析
内科､循環器､心療内科
耳鼻咽喉科
内科､小児科

http://www.sakakibara-clinic.or.jp
http://www.kandaijihc.com
http://www.saidaclinic.com
http://www.asahic.jp/
http://sgiho-clinic.com
http://www.matono-womens.com
http://yamashita-cl.byoinnavi.jp
http://www.haraclinic.cc
http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/hakuraku/

http://www.myclinic.ne.jp/kambe/pc/

http://www.kurotaki-jibika.com

内科､消化器科､小児科､心療内科

耳鼻咽喉科
不妊治療
小児科、内科
整形外科
皮膚科
産婦人科
内科、在宅療養支援診療所
外科、内科
耳鼻咽喉科
外科、内科、皮膚科
整形外科､ﾘｳﾏﾁ科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
眼科
内科､循環器
産婦人科
内科､皮膚科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
皮膚科
耳鼻咽喉科
胃腸科、内科
内科､循環器科､消化器科
耳鼻咽喉科
内科､呼吸器､循環器
皮膚科
内科
内科、外科、消化器内科、胃腸科

http://www.klc.jp
http://www.ishii-seikeigeka.com
http://kwc.main.jp
http://nishikanagawa-hc.com
https://mitsuiwa-clinic.jp
http://www.goto-seikei.jp
http://www.takahashi-eye.net
http://myclinic.ne.jp/iwata_cl
http://www.yamadalc.jp/
http://www.tammachi-ekimae.com
http://www005.upp.so-net.ne.jp/windy/

http://www.tammachi-jibika.com/
http://www.ichoukai.jp
http://www.e-doctors-net.com/yokohama/tateno/

http://www.sugawara-clinic.jp
http://www.muraki-clinic.com

歯科、口腔外科､内科､眼科､耳鼻咽喉科

不妊治療
内科､健診
内科

http://www.yokohama-hart.jp/
http://www.sinakasaka.com

いいじま内科クリニック
みどりレディースクリニック横浜
井上医院
三ツ沢眼科
みつざわ耳鼻咽喉科アレルギー科
赤尾内科クリニック
しずか耳鼻咽喉科
大石レディースクリニック
いまに内科クリニック
伊藤整形外科
矢島眼科医院
馬車道慶友クリニック
横浜馬車道皮膚科・ペインクリニック
かりべクリニック
福田俊子レディスクリニック
よしずみ耳鼻科クリニック
馬車道内科クリニック
関内クリニック
横浜ヘルスケアクリニック
粉川クリニック
関内ケンクリニック
馬車道さくらクリニック
ユイ･レディースクリニック横浜
相生２３クリニック
関内仲通りクリニック
関内鈴木クリニック
花岡皮膚科クリニック
馬車道クリニツク
関内サンドウ内科医院
横浜尾上町クリニック
秋山眼科医院
かとう内科クリニック
うえだメディカルクリニック
関内医院
雨宮クリニック
関内駅前内科クリニック
横浜クリニック
かんない駅前眼科クリニック
元町たかつか内科クリニック
元町レディースクリニック
中華街医院
田島クリニック
横濱医院

神奈川区泉町2-4 YAOKAN CLINIC BLDG2F 045-534-8044
神奈川区泉町2-4 YAOKAN CLINIC BLDG5F 045-594-7341

神奈川区三ツ沢下町10-10
神奈川区三ツ沢下町11-7 ｼﾞｭﾈｽ三ツ沢3 三ツ沢ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ3F
神奈川区三ツ沢下町11-7 ｼﾞｭﾈｽ三ツ沢3 三ツ沢ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ4F

神奈川区三ツ沢下町11-22
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2F

神奈川区片倉2-1-21
神奈川区片倉2-1-21 大石医療ビル2F
神奈川区片倉5-1-1 ARビル2F
神奈川区片倉5-1-1 ARビル3F
中区海岸通5-25-2-23 シャレール海岸通2Ｆ
中区海岸通5-25-2-24 シャレール海岸通2Ｆ

中区本町1-3 綜通横浜ﾋﾞﾙ2F
中区本町1-3 綜通横浜ﾋﾞﾙ2F
中区本町3-24-3 エルドシック横浜2F
中区本町4-38 横浜本町ビル1F
中区本町4-43 A-PLACE馬車道3F
中区本町6-50-1 横浜アイランドタワーB1F
中区弁天通り4-53-1 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ横浜馬車道2Ｆ

中区太田町2-31-1
中区太田町6-73 コーケンキャピタビル2F
中区太田町6-79 アブソルート横濱馬車道ビル3F

中区相生町1-3 モア・グランド関内ビル1F
中区相生町2-42-3 横浜エクセレントⅩⅦビル3F
中区相生町3-63-1 パークアクシス横濱関内SQUARE2F

中区常盤町3-25 サンビル6Ｆ
中区常盤町5-66-2
中区尾上町2-18-1 YSビル2F
中区尾上町2-18-1 YSビル9F
中区尾上町3-28 横浜国際ビル4F
中区尾上町3-39 尾上町ビル8F
中区尾上町5-71 横浜シティタワー馬車道2F

中区尾上町5-76
中区尾上町5-76
中区真砂町3-33
中区真砂町3-33
中区真砂町3-38

明治屋尾上町ビル3F
明治屋尾上町ビル5Ｆ
セルテ2F
セルテ10F
キリン関内ビル4F

中区山下町37-8 グローリオタワー横浜元町201
中区山下町37-8 グローリオタワー横浜元町2F

中区山下町73-3 ヴァルス山下町ビル301
中区山下町118-1 エトワール山下1F
中区山下町211-8 マリーンビレッジ山下町101

045-324-2228
045-317-3335
045-290-4137
045-548-3163
045-491-8770
045-481-1101
045-488-3737
045-481-2330
045-482-1950
045-640-3383
045-664-9455
045-224-8008
045-224-8030
045-663-6187
045-222-1222
045-201-7676
045-650-8044
045-662-5301
045-681-7066
045-201-9510
045-633-2525
045-222-7710
045-662-5766
045-681-0056
045-662-3300
045-681-1106
045-263-6868
045-633-6566
045-641-9361
045-640-5434
045-263-6676
045-663-7161
045-228-1535
045-228-7592
045-640-5833
045-662-8680
045-650-6570
045-662-0655
045-662-8992
045-264-8332
045-228-8321

内科、リウマチ科
産科、婦人科、女性内科
内科
眼科
耳鼻咽喉科､ｱﾚﾙｷﾞｰ
内科、呼吸器、腎臓
耳鼻咽喉科
産婦人科
内科､消化器
整形外科
眼科

http://www.iijimanaika.jp
http://www.midori-lc.com

http://www.ooishi-lc.jp/
http://itoseikei.jp/

内科、循環器内科､心臓血管外科､外科

皮膚科､ﾍﾟｲﾝ､ｱﾚﾙｷﾞｰ
内科、精神科、心療内科
産婦人科

bashamichi-skinpain.com
http://www.myclinic.ne.jp/karibe
http://www.fukudatoshiko-lady.com/
耳鼻咽喉科､気管食道科､ｱﾚﾙｷﾞｰ http://www.yoshizumi-ent.com/
内科､循環器科､胃腸科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科 http://bashamichi-naika.jp
内科､健診
脳神経外科、内科、皮膚科
内科､消化器
http://www.kokawa-cl.jp
内科 ､整形外科
http://www.kenclinic.net/
泌尿器科､皮膚科､内科
産婦人科
内科､泌尿器科
http://www.aioi23clinic.com
内科､神経科、精神科、心療内科 http://www.myclinic.ne.jp/kannai
内科、消化器、循環器、糖尿病、整形外科、皮膚科、泌尿器科

皮膚科
内科､消化器､外科、整形外科
内科、消化器、循環器
http://wwwkenclinic.net
精神科、心療内科
http://www.yoclinic.jp/
http://www.hekaton-cheir.jp/akiyama-eyeclinic/
眼科、耳鼻咽喉科
内科、膠原病、アレルギー
内科、循環器､消化器､外科､血管外科､肛門外科 http://.umc.yokohama
内科､胃腸科、循環器
http://www.kannai-iin.com/pc/
産婦人科
http://www.amemiya-cl.com/
内科、糖尿病
http://www.kannai-medical.jp
http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/yokohama/
人工透析
http://doctorsfile.jp/yokohama/16740/ma/
眼科
内科､循環器､呼吸器､消化器 http://mtnc.jp
産婦人科
http://wwwmotomachi-lc.jp/
内科、外科、整形外科、皮膚科 http://www.chukagaiiin.jp/
内科、小児科、皮膚科、泌尿器科、外科、整形外科 http://www.tajimaclinic.yokohama
内科、小児科、婦人科、皮膚科、麻酔科 http://wwwyokohamaclinic.com

石川町整形外科
櫻井耳鼻咽喉科医院
徳井内科 関内クリニック
風野クリニック
まこと 心のクリニック
ポーラのクリニック
長者町ファミリークリニック
郷整形外科
産婦人科マチダクリニック
石井耳鼻咽喉科診療所
カトレヤｅｙｅクリニック
岩田クリニック
とみい眼科
神人整形外科クリニック
久保内科クリニック
岡田内科クリニック
関内整形外科持田クリニック
内藤脳外科・神経内科・放射線科クリニック
戸賀崎産婦人科
イセザキ眼科医院
赤門医院
小笹医院
廣瀬内科医院
古川耳鼻咽喉科医院

中区吉浜町1-2 パークスクエア横浜２F
中区吉浜町1-9 エトワール吉浜3Ｆ
中区不老町1-2-1 中央第6関内ﾋﾞﾙ6F
中区不老町1-3-3 フェニックス関内101
中区不老町1-5-11 K-SPIREﾋﾞﾙ3F
中区不老町3-14-5 中外ﾋﾞﾙ2F
中区長者町3-7-5 YS長者町ビル1F
中区長者町9-166-6
中区山田町7-8 産友ﾋﾞﾙ101
中区吉田町72
中区福富町東通り1-1 ｶﾄﾚｱﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ3F
中区伊勢佐木町5-129-14
中区伊勢佐木町6-143-2 ITﾋﾞﾙ1Ｆ
中区伊勢佐木町6-146
中区蓬莱町2-3-3
中区蓬莱町1-1-3 belle関内301
中区蓬莱町2-5-1 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ関内1Ｆ
中区蓬莱町2-6-14 戸賀崎ﾋﾞﾙ2Ｆ
中区蓬莱町2-6-14
中区蓬莱町3-110
中区英町8
中区末吉町3-56-5
中区若葉町2-24
中区若葉町2-24-5 松井ビル2F
横濱松宮整形外科 リハビリテーションクリニック 中区曙町2-19-1 曙町新井ビル1F
中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい3F
オーシャンクリニック
中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい3F
みなとみらいケンズクリニック
中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい13F
湘南健診クリニック ココットさくら館
横浜大星クリニック
中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル29F
のげ内科・脳神経内科クリニック
中区花咲町2-66 桜木町駅前ビル6F
まつい内科医院
中区野毛町1-11-1
あきばクリニック
中区野毛町3-160-4 ちぇるる野毛2F
桜木町整形外科クリニック
中区野毛町3-160-4 ちぇるる野毛2F
育愛会レディースクリニック
中区日ノ出町1-75
横浜桜木町眼科
中区日ノ出町1-200 日ノ出サクアス205
山田整形外科
中区日ノ出町1-200 日ノ出サクアス208
宇津見眼科医院
中区日ノ出町2-112
佐藤医院
中区本牧町1-18
岩崎歯科医院
中区本牧町1-108
尾作内科循環器科医院
中区本牧町1-115
山本内科クリニック
中区本牧町2-364
本牧ベイサイドクリニック
中区本牧原1-22 ムラーラ本牧南館1Ｆ
耳鼻咽喉科・気管食道科 岡田クリニック
中区本牧和田12-22
渡辺皮膚科クリニック
中区本牧和田12-22

045-650-1660
045-663-1133
045-633-6233
045-662-7822
045-222-8050
045-222-8461
045-315-2211
045-242-8553
045-315-2331
045-251-3296
045-231-1103
045-241-0668
045-261-1103
045-262-3577
045-260-6511
045-261-9088
045-243-3381
045-252-0066
045-251-7284
045-261-2782
045-231-5861
045-261-3616
045-251-7468
045-261-7974
045-251-6411
045-641-0777
045-651-2588
045-640-5510
045-683-6067
045-251-7700
045-243-3710
045-250-0781
045-489-5235
045-231-1770
045-325-7886
045-250-6611
045-231-7975
045-621-4403
045-623-8148
045-623-2070
045-622-3331
045-628-0622
045-621-9881
045-622-2333

整形外科､ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科
耳鼻咽喉科
内科､消化器
内科､胃腸内科
精神科
内科、皮膚科､呼吸器､循環器
内科､皮膚科､精神科
整形外科
産婦人科
耳鼻咽喉科
眼科

http://www.9.plala.or.jp/sakurai.ENT/
http://www.tokui-kannai-clinic.com/

http://www.makotokokoro-cl.com

http://www.machida-clinic.net/index.html

内科、循環器、呼吸器、消化器、外科

眼科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科､リウマチ科
内科､皮膚科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科
内科､循環器､神経内科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
脳神経外科、神経科、放射線科
産婦人科
眼科
内科、胃腸科、循環器、外科､皮膚科 http://homepage2.nifty.com/akamonclinic/

内科、循環器、消化器内科
内科
耳鼻咽喉科
http://www.myclinic.ne.jp/jibika/
整形外科、リハビリテーション科 www.matsumiya-clinic.com
泌尿器科､皮膚科
http://socl.jp
内科、循環器、呼吸器、消化器、胃腸内科 http://kens-clinic.jp
循環器内科、消化器外科、外科、婦人科 https://dock-yokohama.jp
内科､消化器内科､泌尿器科､皮膚科 http://www.taiseikai.or.jp
神経内科
http://www.noge-neurology.com
内科、胃腸
内科、消化器、胃腸、外科､肛門科 http://www.akiba-clinic.com/pc/
http://sakuragicho-pain.jp/index.html
整形外科、麻酔、ﾘﾊﾋﾞﾘ
婦人科
http://ikuail.com/
眼科
http://sakuragicho-eye.com/
http://www.yokohama-yamadaseikei.jp
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ、ﾘｳﾏﾁ
http://www.utsumieyeclinic.jp/index.html
眼科
内科、消化器科､循環器科
歯科､矯正歯科
http://14.ocn.ne.jp/^idc
内科、循環器
内科
http://yamamoto-naika.com
内科、循環器､消化器､甲状腺､小児科、泌尿器科、ﾘﾊﾋﾞﾘ http://www.bayside-cl.com/
耳鼻咽喉科、気管食道科
皮膚科
http://www.watanabe-hifu.com

本牧レディースクリニック
新妻クリニック
やまて眼科クリニック
良癒会歯科
山手駅前通り つちや泌尿器科・内科
中島医院
野﨑小児科医院
山手消化器・内科クリニック
山崎医院
向井クリニック
元町宮地クリニック
元町アレルギー科・小児科クリニック
女性医療クリニックLUNA・ANNEX
横浜元町女性医療クリニックLUNA
グレイスクリニック
元町耳鼻咽喉科
げんきキッズクリニック
上出歯科医院
秋山内科クリニック
今村矯正歯科
LUNA骨盤底トータルサポートクリニック
石川クリニック
ザ・ブラフ・メディカル＆デンタル・クリニック
元町眼科
小菅医院
えみ子皮膚科クリニック
かめのはしクリニック
三上耳鼻咽喉科
佐藤病院
みうらクリニック
井土ヶ谷腎クリニック
井土ヶ谷眼科
あずま医院
吉野町第一クリニック
よなみね内科クリニック
鳥山医院
蒔田眼科クリニック
村山クリニック
碧水脳神経外科クリニック
うらふね耳鼻咽喉科
浦舟金沢内科クリニック
サラクリニック
睦町クリニック
うらふね脳外科クリニック

中区本牧和田12-22 ｼﾞｮｲ新本牧2F
中区根岸町3-176-39
中区上野町2-74-2 カワノビル2F
中区本郷町2-41 ﾙﾐｴｰﾙ本牧1F
中区大和町1-6-4 ヒルサイド山手Ⅶ101
中区大和町2-34-5 山手駅前ビル
中区麦田町4-99
中区麦田町4-102-3 ハーバルテラス2F
中区山元町3-142
中区元町1-51-1 F-flat 1F
中区元町2-86 POPPYﾋﾞﾙ2F
中区元町2-99 ジェイプラザ1F
中区元町3-115 百段館3F
中区元町3-115 百段館5F
中区元町3-133-9 元町医療モール3F
中区元町3-133-9 元町医療モール4F
中区元町3-133-9 元町医療モール5F
中区元町5-198-1 ポーラビル4F
中区元町5-209 北村ビル3Ｆ
中区元町5-209-16北村第2ビル4F
中区元町2-96 鈴音ビル2F
中区山手町55
中区山手町82
中区石川町1-3 GSビル401
中区石川町1-11-2
中区石川町1-12 プラザセレス石川Ⅱ201
中区石川町3-108-1
南区南太田1-4-32 Cerulean1F
南区南太田1-10-3
南区南太田1-29-2メゾンＹ1F
南区南太田3-18-1 1F
南区南太田4-13-25
南区清水ヶ丘1-21
南区山王町3-24-8港横浜ビル2F
南区共進町1-34 森ﾋﾞﾙ1Ｆ
南区宮元町2-34
南区宮元町2-37 ﾓﾙｹﾞﾝﾛｰﾄ蒔田101
南区真金町1-7 ｻﾝﾊｲﾂ村山1Ｆ
南区白妙町2-7
南区浦舟町1-2-3丸井ビル1F

045-628-3077
045-629-3585
045-625-3761
045-628-0418
045-263-8472
045-621-8713
045-622-8676
045-625-2325
045-641-5358
045-222-0678
045-263-9115
045-263-6101
045-633-2680
045-651-6321
045-226-3877
045-228-8887
045-225-8398
045-662-4632
045-641-0993
045-663-8241
045-680-1226
045-641-0494
045-641-6961
045-661-1166
045-651-6177
045-664-6004
045-226-2818
045-722-3341
045-731-1515
045-228-8562
045-711-8090
045-714-1390
045-231-7026
045-260-6322
045-721-6171
045-714-1913
045-710-2977
045-251-2500
045-252-0007
045-252-3387
南区浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス201 045-250-6077
南区浦舟町 4-47-2メディカルコートマリス302 045-260-6620
南区浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス303 045-743-6009
南区浦舟町4-50
045-232-5040

産婦人科
内科､消化器内科､循環器内科
眼科
歯科、口腔外科
泌尿器科、内科
内科、外科、皮膚科、消化器内科
小児科
内科、消化器
内科､循環器科､小児科

http://www.honmoku-ladiesclinic.com

http://niizuma-clinic.com/top
http://www.yamate-tsuchiya.com
http://tokoi-clinic.jp

内科、消化器、外科、皮膚科､肛門科 http://www.mukai-clinic.jp
泌尿器科､内科､男性不妊治療外科 http://www.motomachi-miyaji-clinic.com/

小児科
女性内科
婦人科
内科
耳鼻咽喉科
小児科
歯科
内科、循環器
歯科
女性泌尿器科
内科、外科､救急
内科、歯科
眼科
内科、血内、漢内、小児、婦人科、麻酔科

皮膚科
内科､小児科
耳鼻咽喉科
内科､外科、消化器内科､循環器内科､消化器外科､整形外科、脳神経外科､糖尿病内科､形成外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科

内科、消化器内科、外科､肛門科、循環器

人工透析
眼科
内科、呼吸器科､消化器科､循環器科､小児科、皮膚科、外科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科

人工透析

http://mmotomachi-allergy.com/
http://www.luna-clinic.jp
http://www.luna-clinic.jp
http://www.11ent.com
http://www.11clinic.com
http://www.miorthodont.com
http://www.luna-clinic.jp
http://www.ishikawa-clinic.com/
http://www.bluffclinic.com
http://www.motomachi-ganka.jp
http://www.kosuge-med.com
http://www.mikami-ent.com
http://www.yha-net.jp/sato/index.htm

http://www.miura-clinic.net
http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/idogaya/

http://azumaiin.com
http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/yoshinocho_1/

内科、消化器内科､呼吸器内科､循環器内科

内科、消化器、循環器、呼吸器 http://myclinic.ne.jp/toriyama-iin
http://www.myclinic.ne.jp/maitaganka/pc/
眼科
内科、外科､消化器内科､肛門外科

脳神経外科､内科､神経内科
耳鼻咽喉科
内科､糖尿病内科､内分泌代謝内科､睡眠無呼吸内科

urafune-ent.jp
http://www.kanazawa-naika-clinic.or.jp/

産婦人科
http://www.sarah-clinic.com
内科、消化器内科、外科、肛門 http://clinic.or.jp
脳神経外科
http://urafune-nougek.jp

南メディカルクリニック
きたがわ内科クリニック
高山整形外科
ウイメンズクリニック井土ヶ谷
由利泌尿器科クリニック
根岸眼科医院
北郷耳鼻咽喉科クリニック
弘明クリニック
弘明寺腎クリニック
西山皮膚科医院
石川内科クリニック
下田医院
飯田医院
南横浜さくらクリニック
横浜みのるクリニック
宮田整形外科
かめざわ眼科
六ツ川眼科医院
六ツ川耳鼻咽喉科クリニック
清水医院
横浜神経内科・内科クリニック
上六ッ川内科クリニック
いでい耳鼻咽喉科医院
中本クリニック
原整形外科医院
室井内科クリニック
井土ヶ谷ふじい内科
南永田診療所
横浜よつもと眼科
保土ヶ谷第一クリニック
おおこうちクリニック
天王町レディースクリニック
天王町眼科クリニック
宮川整形外科医院
宮川内科小児科医院
天王町皮フ科
大和田医院
星川ひろクリニック
小泉クリニック
あんどう耳鼻咽喉科
星川眼科クリニック
明神台クリニック
小野江眼科
浅井皮膚科クリニック

南区井土ヶ谷中町127-1
南区井土ヶ谷中町129-6
南区井土ヶ谷中町161-3第8ビル2F
南区井土ヶ谷中町161-6-205
南区井土ヶ谷下町213 第二江洋ビル4F
南区大橋町3-64-6ＮＣビル
南区通町1-2
南区通町4-84 ﾒﾙﾍﾞｲﾕ弘明寺2Ｆ
南区通町4-94 神奈中弘明寺ビル4F
南区通町4-118明和ビル2F
南区通町4-118明和ビル2F
南区大岡2-15-29
南区中里町267
南区別所1-2-5KESビル3F
南区別所1-13-8
南区別所3-8-3クリニックビル2F
南区別所3-8-3クリニックビル3F
南区六ツ川3-75-3
南区六ツ川3-79-15-202
南区六ツ川1-99-1
南区六ツ川1-211-1
南区六ツ川1-873-3
南区弘明寺町134ＧＭビル1F
南区弘明寺町134ＧＭビル2F
南区弘明寺町268
南区永田北2-54-26ヴェルデワン1F

045-722-3885
045-741-2158
045-741-9835
045-714-2203
045-713-6311
045-713-1002
045-715-1133
045-721-3611
045-730-5255
045-731-5414
045-731-3371
045-731-3577
045-712-4610
045-716-0088
045-722-8655
045-716-2828
045-731-1113
045-713-4562
045-730-6272
045-742-3350
045-712-3366
045-306-8026
045-715-4133
045-742-3500
045-714-0037
045-712-2215
南区永田東1-3-20井土ヶ谷クリニックビル2F 045-334-7861
南区永田みなみ台2-12-102
045-714-4880
保土ヶ谷区宮田町1-5-10
045-744-6828
保土ヶ谷区天王町1-12-8大日ビル1F
045-332-6282
保土ヶ谷区天王町1-19-4ﾙﾐｴｰﾙ天王町1F 045-333-5070
保土ヶ谷区天王町2-36-8 シレーナS2F
045-442-6137
保土ヶ谷区岩間町1-1-9 矢島ビル3F
045-348-1313
保土ヶ谷区岩間町1-4-1
045-335-0303
保土ヶ谷区岩間町1-4-1
045-331-2478
保土ヶ谷区岩間町1-7-2 天王町ﾋﾞﾙ302
045-336-1075
保土ヶ谷区岩間町2-144
045-331-0037
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
保土ヶ谷区星川1-4-5パークハイム星川1F 045-331-3325
保土ヶ谷区星川1-24-19
045-336-0878
保土ヶ谷区星川2-4-1
045-336-3883
保土ヶ谷区明神台1-9
045-332-4178
保土ヶ谷区帷子町1-12
045-335-2171
保土ヶ谷区帷子町1-14
045-334-3412

内科、呼吸器内科､消化器内科､循環器内科､脳神経外科､小児科

内科、循環器内科､呼吸器内科､糖尿病内科

整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
産婦人科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
内科､小児科
人工透析
皮膚科
内科、循環器、胃腸
内科、循環器、胃腸､消化器
産婦人科、内科
内科､外科
内科、消化器科

http://kowakai-medical.or.jp
http://www.kitagawa-naika.com
http://www.yuri-urology.jp/uro/
http://www.kitago-clinic.com/
http://gumyou-clinic.com
http://www.showakai.or.jp

http://www.fukuwakai.com/
http://www.shintoukai.or.jp

整形外科､皮膚科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科､放射線科､麻酔科

眼科
眼科

http://www.kamezawa-gannka.com
http://www.mutsukawa-ganka.gr.jp/index.html

耳鼻咽喉科、気管食道科、ｱﾚﾙｷﾞｰ http://www.mutsukawajibika.jp
内科､外科､消化器科､皮膚科､胃腸科､呼吸器科

内科、神経内科
内科、呼吸器、小児科

http://www.kamimutsukawa.com/

耳鼻咽喉科、気管食道科、ｱﾚﾙｷﾞｰ http://www.idei-jibika.com/

内科、消化器、外科、肛門科
整形外科､呼吸器内科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
内科、消化器内科
内科、腎臓内科、糖尿病内科
内科､小児科
眼科
人工透析
内科､呼吸器
産婦人科
眼科
整形外科
内科､小児科
皮膚科
内科
内科、消化器科､外科、皮膚科

http://www.haraseikei.com
http://idogaya-clinic.com

http://www.zenjinkai.or.jp/dialysis_clinic/hodogaya_1/

http://tennocho-lc.com
http://tennouchou-eye.jp/

http://nttbj.itp.ne.jp/0453310037/index.html

http://hoshikawahiro.jp

内科、消化器、循環器、アレルギー http://www.koizumi-clinic.com

耳鼻咽喉科
眼科
内科､消化器科
眼科
皮膚科

http://www.myojindaiclinic.com
http://www.asai-hifuka.com/

足立医院
増田泌尿器科
保土ヶ谷整形外科・皮膚科
保土ヶ谷橋クリニック
保土ヶ谷在宅クリニック
保土ヶ谷クリニック
三省堂内科クリニック
浅野医院
西谷耳鼻咽喉科クリニック
藤井耳鼻咽喉科
みねおかクリニック
和田町眼科クリニック
和田町内科クリニック
城整形外科
診療所 スカイ
浅木クリニック
菊名記念クリニック
藤山内科クリニック
露木クリニック
よねもと耳鼻咽喉科
菊名西口医院
なのクリニック
植田眼科クリニック
太田整形外科
なみき内科クリニック
新横浜ハートクリニック
昇和会診療所
新横浜在宅クリニック
アイレディースクリニック新横浜
城クリニック
新横浜山前クリニック
服部クリニック
大倉山皮膚科クリニック
大倉山こじまクリニック
大倉山レディースクリニック
吉原耳鼻咽喉科クリニック
よこはま乳腺・胃腸クリニック
綱島西レディースクリニック
ひなた在宅クリニック
井上胃腸内科クリニック
産科婦人科 小林医院
桜井産婦人科
まつみ医院
聖マリアクリニック センター北分院

保土ヶ谷区帷子町1-16
保土ヶ谷区帷子町1-30-1クボタビル2F
保土ヶ谷区帷子町1-44池田ビル2F
保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-27
保土ヶ谷区西久保町54 高善ﾋﾞﾙ2Ｆ
保土ヶ谷区岩井町11 ﾀﾞｲｱﾅﾌﾟﾗｻﾞ保土ヶ谷3F

保土ヶ谷区坂本町68-19ハイツシャム1F
保土ヶ谷区西谷町866
保土ヶ谷区西谷町1229-1
保土ヶ谷区峰岡町1-22-1
保土ヶ谷区峰岡町2-221-4
保土ヶ谷区和田1-13-21 工藤ビル2F
保土ヶ谷区和田1-18-7 和田アストビル2F
保土ヶ谷区和田2-3-3
保土ヶ谷区常磐台84-2
港北区菊名1-4-2
港北区菊名3-19-8
港北区富士塚1-7-19
港北区富士塚1-11-39
港北区錦が丘16-16YKビル3F
港北区篠原北1-3-33
港北区仲手原1-26-10
港北区仲手原2-1-20
港北区篠原町1129 根岸公園前UUビル201
港北区篠原町1129 根岸公園前UUビル202
港北区篠原町2865 新横浜ビルディング2F
港北区新横浜1-11-11
港北区新横浜2-3-3
港北区新横浜3-6-1SRビル5F
港北区新横浜3-6-4千歳観光ビル5F
港北区新横浜3-20-3リバーサイドビル401
港北区大倉山1-28-3
港北区大倉山1-29-11 前川ビル2F
港北区大倉山1-30-1プラスハウス2F
港北区大倉山3-4-31ヒルズカモ1Ｆ
港北区綱島東2-8-4
港北区綱島西1-5-18
港北区綱島西1-6-11ｼｭﾛｽ綱島2F
港北区綱島西3-2-20綱島別所プラザ2F
港北区綱島西3-2-20綱島別所プラザ2F
港北区日吉本町1-6-27
港北区日吉本町1-29-16
港北区日吉本町5-4-1
都筑区中川中央1-29-24 アビテノール3C

045-331-7233
045-340-2667
045-332-5901
045-710-5520
045-342-0881
045-331-5941
045-340-1815
045-371-1165
045-381-3387
045-336-1187
045-334-2211
045-337-2823
045-338-1251
045-331-5355
045-348-2306
045-401-8222
045-401-5111
045-439-0355
045-401-6633
045-434-3347
045-401-6444
045-710-0045
045-423-8665
045-438-0530
045-430-3005
045-717-5126
045-475-1295
045-548-5228
045-471-3385
045-477-1011
045-471-6307
045-545-0001
045-544-1817
045-542-3535
045-545-5251
045-531-4187
045-542-0365
045-533-3770
045-717-6852
045-540-7754
045-561-4740
045-563-6311
045-561-9300
045-914-6366

内科
泌尿器科
整形外科、皮膚科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
内科､外科､胃腸、肛門
在宅療養支援診療所
内科、循環器､歯科
内科､呼吸器科､ｱﾗﾙｷﾞｰ科
内科、循環器､小児科､放射線科
耳鼻科
耳鼻咽喉科
精神科､心療内科
眼科
内科、消化器科
整形外科
産婦人科、内科、外科
内科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
人工透析
内科
内科､外科､胃腸、眼科､肛門科

http://www.kowa-hodogaya.com
http://www.hodocli.com
http://www.asano.or.jp

http://www.fujiyamaclinic.com
http://www.tsuyuki-clinic.jp

耳鼻咽喉科､気管食道科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科

産婦人科、内科、小児科
内科、消化器､糖尿病内科
眼科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ､ﾘｳﾏﾁ
内科、呼吸器、循環器、小児科
心臓血管外、循環器
内科､皮膚科､精神科
在宅療養支援診療所
婦人科
胃腸科､肛門科
内科、リウマチ科
内科、小児科、ｱﾚﾙｷﾞｰ
皮膚科
内科、消化器科
産婦人科

http://www.kikuna-nishiguchi-iin.jp/

http://www012.upp.so-net.ne.jp/namiki-naika/

http://sinyoko-hc.com
http://www.shinyoko-clinic.jp
http://www.jo-clinic.jo
http://y-rheum.ne.jp

http://okurayama-ladies.or.jp

耳鼻咽喉科､気管食道科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科
乳腺外科、外科､内科､消化器内科､消化器外科

産婦人科
在宅療養支援診療所
胃腸内科
婦人科
産婦人科
内科、消化器科、循環器科
婦人科

http://www.asahi-net.or.jp/~mj1r-snzk

http://www.f-inoueclinic.jp
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kobayashi_clinic/

http://www.matsumi-clinic.com
http://www.strc-n.com

やすこレディースクリニック
アキコルミエール眼科
近藤産婦人科
大内耳鼻咽喉科・気管食道科医院
林内科医院
荒木皮膚科医院
矢向レディースクリニック
塚越クリニック
ひだまり在宅クリニック
岡本こどもクリニック
熊切産婦人科
浅川産婦人科医院
津崎小児科
こばやし内科クリニック
新村医院
ゆめおーおか眼科
さくら山科眼科
カシオクリニック
中央通クリニック
栗原医院
大倉クリニック
上永谷中央クリニック
上永谷さとう整形外科クリニック
せいの内科・内視鏡クリニック
ないとうクリニック
堀内整形外科
山﨑胃腸科内科クリニック
関屋内科
きたむら内科クリニック
磯子耳鼻咽喉科クリニック
八十島クリニック
ことぶきクリニック
北村小児科
井上けい子内科クリニック
杉田ありむら内科
ながお耳鼻咽喉科
Ｈ．Ｅ．Ｃサイエンスクリニック
泉福レディースクリニック
新緑会脳神経外科
あさひ本宿クリニック
鶴ヶ峰中央医院
イアソクリニック
新井耳鼻咽喉科クリニック
子安脳神経外科クリニック

都筑区茅ヶ崎中央17-26 ビクトリアセンター南201 045-948-2567

都筑区茅ヶ崎中央51-1ベルヴィル茅ヶ崎3F 045-945-1113
緑区中山1-3-10
045-932-5503
青葉区あざみ野2-2-8プロスパあざみ野ビル3F 045-904-1133
青葉区奈良町1670-79
045-962-8377
青葉区藤が丘2-3-3 第2飯田ビル203
045-971-8880
鶴見区矢向5-9-23さいか屋ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F 045-633-4189
鶴見区寺谷2-6-16
045-581-7700
鶴見区鶴見中央4-8-5 幸栄ビル2F
045-947-2962
鶴見区豊岡町7-7 鶴見駅西口医療ﾋﾞﾙ1F 045-570-0377
鶴見区豊岡町10-2
045-571-0211
鶴見区豊岡町22-15
045-581-3541
鶴見区豊岡町38-32ｳｪｽﾁﾝｸﾞﾊｳｽⅢ101 045-583-1211
鶴見区東寺尾1-3-12
045-834-8735
鶴見区岸谷1-10-24
045-571-1647
港南区上大岡西1-6-1京急クリニックプラザ7F 045-848-7605
港南区上大岡西1-15-1 camio2F
045-847-0041
港南区上大岡西1-15-1 camio402
045-374-5030
港南区港南中央通13-24
045-843-9927
港南区大久保2-7-19
045-842-9066
港南区最戸2-15-42上大岡グリーンハイツB-105 045-741-9970
港南区上永谷3-10-6岩沢ハイツ102
045-844-1018
港南区丸山台1-5-7上永谷医療ビル2F
045-882-0310
港南区丸山台1-5-7上永谷医療ビル4F
045-844-8000
港南区下永谷2-28-17
045-828-7110
港南区港南台5-6-34
045-831-6911
港南区港南台9-29-2
045-834-1243
磯子区丸山1-5-7 ｳﾞｨﾗﾃﾞﾙｿｰﾚ圓山2F
045-758-0339
磯子区磯子3-13 ﾌﾞﾘﾘｱｼﾃｨ横浜磯子K1F 045-750-3360
磯子区磯子3-13 ﾌﾞﾘﾘｱｼﾃｨ横浜磯子K1F3号室 045-750-4187
磯子区磯子台7-10
045-753-0311
磯子区岡村6-5-46
045-753-1115
磯子区森1-7-3 磯子センターハイツ203
045-761-0213
磯子区森1-12-1
045-752-6517
磯子区杉田1-17-1 プララ杉田303
045-772-5588
磯子区洋光台3-13-1ピーコックストア2F 045-352-8500
磯子区洋光台4-1-4-102
045-831-0031
金沢区能見台東1-7K-SQUAREビル2F
045-790-1330
旭区市沢町574-1
045-355-3600
旭区本宿町90-30
045-360-8681
旭区鶴ヶ峰1-26-2
045-373-6557
旭区鶴ヶ峰1-27-3
045-371-0050
旭区二俣川1-5-38FSビル4F
045-367-1133
旭区二俣川1-6-1二俣川北口ビル2F
045-360-1114

産婦人科
眼科
産婦人科
耳鼻咽喉科､気管食道科
内科、小児科、胃腸科、循環器科
皮膚科
産婦人科

http://www.yasuko.clinic.com
http://www.akiko-iumiere.com
http://www.yha-net/kondo-cl/

http://yako-com/

内科、整形外科、皮膚科､外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科

内科 在宅医療支援診療所
小児科
産婦人科
産婦人科
小児科､ｱﾚﾙｷﾞｰ
内科、呼吸器内科
内科、小児科、皮膚科
眼科
眼科
精神科、心療内科
内科､消化器内科､呼吸器内科､循環器内科

内科、外科、皮膚科
在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
内科､消化器内科

http://www.asakawa.or.jp/
http://www.tsuzaki-clinic.com/
http://kobayashinaika-clinic.jp
http://www006.upp.so-net.ne.jp/niimura/

http://www.yumeoka-ganka.jp
http://www.sakurayamashina.com
http://www.kakarituke.net/chuodori/
http://www.myclinic.ne.jp/kurihara

http://satouseikei.com
http://seino.clinic/

内科、胃腸、循環器、呼吸器、外科 http://www.myclinic.ne.jp/naitoclinic/pc/

整形外科､ﾘｳﾏﾁ
内科、循環器内科､呼吸器内科､胃腸科

内科
内科､消化器
耳鼻咽喉科
内科､小児科､産婦人科
循環器内科
小児科、アレルギー科
内科､消化器科
内科､消化器内科､循環器内科､糖尿病内科

耳鼻咽喉科
内科
産婦人科
脳神経外科、循環器、呼吸器､整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ､放射線科

http://www.yamazaki-cl.com/
http://kitamura-naika.jp
http://www.isogo-jibika.jp
http://www.e-yok.com/yasoshima/
http://kitamura.com/
http://aricli4141.com
http://www.nagao-jibika.com
http://www.hec.or.jp/
http://www.senpuku-clinic.com/
http://www.syck.jp/

内科､消化器､糖尿病
内科、小児科、産婦人科
内科、皮膚科、産婦人科、心療内科、ﾘｳﾏﾁ

耳鼻咽喉科
脳神経外科

http://www.koyasu-clinic.jp/

いしかわ内科クリニック
二俣川整形外科
小関産婦人科医院
オカダ外科医院
簡野クリニック
伊東医院
聖マリアクリニック 戸塚分院
戸塚共立レディースクリニック
横浜戸塚駅前内科
ひかり在宅クリニック
戸塚西口さとう内科
聖マリアクリニック 本院
マサカクリニック マサカ小児科内科
岩村耳鼻咽喉科医院
にし眼科クリニック
山本内科・タワーズ皮膚科
鈴木耳鼻咽喉科医院
聖ローザクリニック タワーズ分院
聖ローザクリニック 乳腺外科分院
東戸塚メディカルクリニック
藤野クリニック
福田ウイメンズクリニック
菅野内科医院
ミズタ整形外科
木原歯科・内科医院
東戸塚第一クリニック
風早内科クリニック
石川歯科医院
新戸塚病院
堀口クリニック
坂口耳鼻咽喉科気管食道科クリニック
やよい台内科・皮膚科
多和田レディースクリニック
せやクリニック
清水小児科
瀬谷腎クリニック
よしむら歯科
にしざわ整形外科
吉川眼科医院
川崎大師みずの耳鼻咽喉科
中村クリニック泌尿器科
生駒クリニック
村瀬眼科医院
吉村医院

旭区二俣川1-45-89浅野ビル2F

045-360-1717

旭区二俣川2-58-2第1清水ハーモニビル1階 045-360-7373

旭区二俣川2-62-7
旭区中希望が丘111
旭区柏町53-8
戸塚区矢部町14
戸塚区戸塚町16-7 加藤ﾋﾞﾙ3F
戸塚区戸塚町157-3
戸塚区戸塚町4018-1 ザ・パークハウス戸塚フロント2F

戸塚区戸塚町4111吉原ﾋﾞﾙ3F
戸塚区戸塚町6005-3 ｱｽｸﾚﾋﾟｵｽ戸塚3F
戸塚区品濃町509-3
戸塚区品濃町523-3
戸塚区品濃町515-1南の街4-106
戸塚区品濃町517-1パークハウス南の街1F
戸塚区品濃町535-2 中央街区D棟306
戸塚区品濃町535-2 ﾀﾜｰｽﾞｼﾃｨｰﾌｧｰｽﾄ304
戸塚区品濃町535-2 ﾀﾜｰｽﾞｼﾃｨｰﾌｧｰｽﾄ307
戸塚区品濃町535-2 ﾀﾜｰｽﾞｼﾃｨｰﾌｧｰｽﾄ309
戸塚区品濃町539-1 スカイビルディング6F
戸塚区信濃町543-5
戸塚区品濃町550-3木村ビル2F
戸塚区平戸5-1-8 いずみﾌﾟﾗｻﾞ東戸塚2F
戸塚区川上町84-1 ケアハウスゆうあい4F
戸塚区川上町87-1ウエルストンⅠ
戸塚区川上町88-1 東横ビル東戸塚4F
戸塚区川上町151
戸塚区川上町367-1
戸塚区川上町690-2
戸塚区上倉田町498-11 第5吉本ﾋﾞﾙ1F
戸塚区名瀬町36-4KMプラザ2F
泉区弥生台25-1弥生台石川ビル2F
泉区中田東3-16-6 ｱｸｱﾊﾟﾚｽ中田1F
瀬谷区中央1-6 白鳳ﾋﾞﾙ2F
瀬谷区阿久和西3-1-13あくわメディカルヴィレッジ

瀬谷区瀬谷4-5-10リアン瀬谷1F
瀬谷区瀬谷4-7-3
瀬谷区橋戸2-31-3 瀬谷医療ﾀｳﾝ2F
栄区小菅ヶ谷1-15-2 長嶋本郷台マンション106

川崎市川崎区大師駅前1-6-17
川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎2F
川崎市幸区南加瀬4-27-6
横須賀市衣笠栄町1-12ﾓﾝﾃｴｽｶﾘｴ1-A
横須賀市汐入町3-49

内科､糖尿病内科
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
産婦人科､内科
外科
内科､婦人科､小児科
産婦人科、内科、小児科
産婦人科
産婦人科
内科、消化器内科、内視鏡内科
在宅療養支援診療所

http://www.futamatagawa-seikei.jp/
045-363-0660
045-391-0456
http://www.okada-geka.com/
045-363-8721
045-881-0037
http://www.ito-iin.com
045-860-0321
http://www.strc-t.com/
http://www.ofa-yokohama.com/lasies/
045-285-1103
045-871-7771
045-435-5239
http://www.hikari-.com
045-869-5885 内科､糖尿病内科､腎臓内科､内分泌内科
045-820-6303
産婦人科、小児科、麻酔
http://www.strc-h.com/
045-823-7866
小児科、内科
045-824-1581
耳鼻咽喉科
045-828-4107
眼科
045-825-5871
内科、皮膚科
045-823-4187
耳鼻咽喉科
http://www.suzuki4187.org
045-828-6034
産婦人科
http://www.strc.jp/
045-392-3935
乳腺外科、消化器内科
http://www.strc-m.com/
045-435-9604
内科、外科、皮膚科
045-821-1120
整形外科
045-825-5525
産婦人科
http://fukuda-wclinic.com
045-822-7630 内科､呼吸器､循環器､胃腸科 http://www6.ocn.ne.jp/~kanno/
045-827-1177
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
http://www.mizuta.gr.jp/
045-828-1525
歯科、内科
http://www.zenjinkai-group.jp/zenjinkai/clinichigashitotsuka/
045-827-1881
人工透析
045-827-1221
内科、消化器内科
045-821-2441
歯科
045-882-4151
内科、神経科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
http://www.ims.gr.jp/shintotsuka/
045-869-6464 内科､呼吸器内科、外科、ｱﾚﾙｷﾞｰ
045-814-8733
耳鼻咽喉科
045-813-5111 内科、呼吸器内科､循環器内科､消化器内科､皮膚科 http://www.yayoidai-naikahifuka.com
045-800-0222
産婦人科
http://www.tawada-ladies-clinic.jp
045-301-2528 内科､外科､胃腸科､乳腺外科､脳神経内科 http://www7b.biglobe.ne.jp/~seya_clinic/
http://homepage3.nifty.com/shimizu-shonika/
045-360-9191
小児科
045-303-2532
人工透析
045-304-1552
歯科､小児歯科
045-306-0313
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ、ﾘｳﾏﾁ
http://nishizawaseikei.com
045-894-7732
眼科
044-266-1633
耳鼻咽喉科
http://mizuno-ent.byoinnavi.jp
044-281-9433
泌尿器科
http://www.nakamura-urology.com/
044-599-5611
http://4.ocn.ne.jp/~ikomacl/
046-853-8335
眼科
http://muraseye.web.fc2.com
046-822-0855 内科、呼吸器、循環器、小児科
内科、外科､消化器科､肛門科､整形外科､皮膚科､乳腺外科､呼吸器科､循環器科

桜が丘診療所
せりかわ内科クリニック
飯野眼科医院
高橋眼科
コンフォート北鎌倉台クリニック
かがみ在宅クリニック
鎌倉小町通り診療所
鎌倉アーバンリニック
後藤眼科医院
西鎌倉谷野眼科
湘南藤沢心臓血管クリニック
メディカルパーク湘南
湘南台 腎泌尿器・漢方クリニック
湘南台ふかさわクリニック
原クリニック
野村総合研究所 大手町健康管理室
アムス丸の内パレスビルクリニック
こころとからだの元気プラザ
インターナショナルヘルスケアクリニック
浜松町第一クリニック
野村総合研究所 木場健康管理室
鶴川サナトリウム病院

横須賀市桜が丘1-7-18
三浦市南下浦町上宮田3257-5 高橋ﾋﾞﾙ
鎌倉市大船1-24-19鶴ヶ岡会館ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F
鎌倉市大船3-2-11大船メディカルビル202
鎌倉市大船1-7-5 大船末広神尾ビル5F
鎌倉市岡本2-21-26 山一ビル3F
鎌倉市小町1-6-5
鎌倉市扇ヶ谷1-1-29大崎ビル2F
鎌倉市御成町4-40
鎌倉市西鎌倉1-2-20
藤沢市湘南台1-9-1エクシード湘南台1F
藤沢市湘南台1-24-7
藤沢市湘南台2-7-12 門倉第2湘南ビル1Ｆ

046-835-5330
内科､婦人科
046-887-1660
内科、小児科､循環器科
0467-48-3990
眼科
0467-46-7882
眼科
http://www.takahashi-eye.net
0467-81-3456
内科
0467-84-7007
在宅医療支援診療所
0467-23-2366
内科、整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘ
http://kkclinic.com
0467-41-0368
小児科､内科
0467-22-0307
眼科
http://www.gotoganka.com
http://www.geocities.jp/nishikamakura_tanino_clinic/
0467-32-6009
眼科
0466-41-2810 心臓血管外科､内科､外科､美容皮膚科 http://www.sfc-v.com
0466-41-0331
産婦人科､乳腺外科
http://medicalpark-shonan.com
0466-41-2566
泌尿器科､漢方内科
藤沢市湘南台2-31-15 湘南台メディカルモール2F 0466-41-5525 内科、外科、消化器内科、呼吸器内科、麻酔科、肛門外科
綾瀬市寺尾釜田1-1-8
0467-79-8348 内科、糖尿病内科､消化器内科､循環器内科､腎臓内科､神経内科､心療内科 http://shounandai-fukasawa.com
東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキュ－ブ 03-5877-7234
内科
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル4F 03-3211-1171
内科､健診
http://www.ams-dock.jp/palace/
東京都千代田区飯田橋3-6-5
03-5210-6666
東京都港区新橋2-10-5 末吉ビル3F
03-3501-1330
内科
http://www.ihc-clinic.jp
東京都港区浜松町1-22-7鶴栄ビル5F
03-5777-3729
男性内科
http://www.hamal1-cl.jp
東京都江東区木場1-5-15 タワーN棟
03-6660-9950
内科、心療内科
東京都町田市真光寺町197
042-735-2222
老年内科､老年精神科
http://www.tsurusana.com/
内科、糖尿病内科､消化器内科､循環器内科､呼吸器内科､乳腺外科､精神科、泌尿器科、婦人科、健診

