
【横浜市】

医療機関名 所在地 電話番号

三保町内科・循環器ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区三保町1803-1-B102 045-936-0034

福村内科 横浜市緑区東本郷4-1-22 045-471-7766

おおぬき歯科 横浜市緑区東本郷1-1-21-1F 045-628-9915

芦野内科クリニック 横浜市緑区白山2-3-11-1F 045-937-2722

ミヤケ歯科医院 横浜市緑区白山2-3-11 045-939-3948

一色こどもｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区白山1-1-3-1F 045-933-0061

あまかす医院 横浜市緑区白山1-1-3 045-931-2404

楠原医院 横浜市緑区中山町610 045-933-2561

谷田部ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山6-3-33 045-937-7115

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

二宮整形外科 横浜市緑区中山4-31-23-203 045-934-3434

横濱おなか診療所 横浜市緑区中山4-1-8-101-Ａ 045-507-8715

大氣耳鼻咽喉科 横浜市緑区中山3-34-28 045-932-8741

緑メンタルクリニック 横浜市緑区中山1-6-7-2F 045-933-3286

あおいｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山1-6-7-1F 045-935-1133

柴田整形外科 横浜市緑区中山1-6-1-302 045-935-3880

池田耳鼻咽喉科医院 横浜市緑区中山1-6-1 045-931-0027

松岡ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山1-5-8-2F 045-931-8381

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

中山駅前ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区中山1-26-1 045-938-6377

よしだ健康ｹｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区⾧津田町2-5-14 045-988-0775

裕香整形外科 横浜市緑区⾧津田3-1-43 045-981-5252

みどり野診療所 横浜市緑区十日市場町915-14 045-981-7222

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

十日市場整形外科内科医院 横浜市緑区十日市場町849-6-1F 045-989-1151

夏目ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区十日市場町819-3 045-984-2711

有田医院 横浜市緑区寺山町89-1F 045-931-1133

桂ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区竹山1-9-2 045-932-3371
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なかやま整形外科 横浜市緑区台村町332-1-1F 045-935-5222

田口メディカルクリニック 横浜市緑区台村町177-1-1F 045-932-0303

小林内科医院 横浜市緑区霧が丘5-25-6 045-922-1188

霧が丘整形外科皮フ科 横浜市緑区霧が丘4-22-9 045-921-8989

かたの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区霧が丘4-13 045-924-0560

霧が丘ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区霧が丘3-8-1 045-920-0331

ほんだｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区霧が丘3-2-9 045-920-0750

さいとうｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区北八朔町1208-1 045-932-6555

あゆみｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居4-52-29-101 045-936-0513

加茂皮ﾌ科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居4-3-15-105 045-933-1612

かもいﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居4-3-15 045-932-4790

ししど内科クリニック 横浜市緑区鴨居4-2-31 045-929-4114

ししど内視鏡クリニック 横浜市緑区鴨居4-2-28 045-929-4114

ﾌｼﾞ眼科･歯科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居4-1-9-2F 045-931-6644

鴨居歯科医院 横浜市緑区鴨居3-3-2 045-932-1184

みよしｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居3-1-6-1Ｆ 045-929-3440

鴨居おかだ眼科 横浜市緑区鴨居3-1-4-4F 045-511-7435

ゆう鍼灸整骨院 横浜市緑区鴨居3-11-18 045-932-7197

かもい腎ｸﾘﾆｯｸ 横浜市緑区鴨居2-17-15 045-938-8780

かもい南口歯科・口腔外科 横浜市緑区鴨居1-8-3 045-933-7001

神田整形外科 横浜市緑区鴨居1-4-6 045-933-7888

鴨居小児科内科医院 横浜市緑区鴨居1-3-13-107 045-935-3281

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

みどりの家・診療所 横浜市緑区青砥町220-1 045-937-6102

岩波胃腸科外科医院 横浜市緑区青砥町1122 045-932-3806

東川島診療所 横浜市保土ヶ谷区東川島町15-6 045-373-9899

うなやま整形外科 横浜市保土ヶ谷区西谷町924-1 045-370-6800

浅野医院 横浜市保土ヶ谷区西谷町866 045-371-3018

保土ヶ谷北ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ヶ谷区西谷2-29-10 045-382-0321

保土ヶ谷在宅ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ヶ谷区西久保町54-2F 045-342-0881
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上菅田医院 横浜市保土ヶ谷区上菅田町951-36 045-381-7360

北原医院 横浜市保土ヶ谷区上菅田町59 045-381-1622

藤田医院 横浜市保土ヶ谷区新井町465-1 045-381-0480

はせがわ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市保土ヶ谷区新井町454-1 045-372-3131

あおぞらｸﾘﾆｯｸ 横浜市西区南幸2-17-6-5F 045-323-6636

ふれあいの丘ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区見花山14-7-105 045-943-5631

東山田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区東山田町281 045-591-4273

横浜北ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-39-44-201 045-949-2345

深澤りつｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区中川中央1-28-20-3F 045-914-6330

桜並木医院 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-11-2 045-947-1772

あおぞらｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区茅ヶ崎中央40-3 045-949-5066

えんどう整形外科 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-1 045-944-1155

港北ﾆｭｰﾀｳﾝ診療所 横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26-301 045-948-6015

佐江戸内科循環器科 横浜市都筑区佐江戸町823-1-101 045-350-8392

つづきの家診療所 横浜市都筑区佐江戸町509-6 045-937-6065

葛が谷整形外科 横浜市都筑区葛が谷4-14-1F 045-943-3521

徳永整形外科 横浜市都筑区北山田1-9-3-1F 045-590-2525

川和ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区川和町995-5 045-934-1114

川和皮ふ科 横浜市都筑区川和町516-1F 045-938-7138

港北ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区大棚町3001-8 045-595-2670

小川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区荏田南3-37-15-2F 045-943-6566

笠井整形外科 横浜市都筑区荏田南3-37-15-1F 045-943-6555

ﾋｭｰﾏﾝﾄﾗｽﾄｸﾘﾆｯｸすずき 横浜市都筑区荏田東4-8-5-1F 045-948-3306

きぬた歯科 横浜市都筑区池辺町5486-3-101 045-935-1186

山王ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区池辺町4093 045-934-5121

かもい女性総合ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区池辺町4035-1-2F 045-929-3700

キッズクリニック鴨居 横浜市都筑区池辺町4035-1-1F 045-929-0085

すみれ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区池辺町4035-1-1F 045-938-5230

ららぽーと横浜ｸﾘﾆｯｸ 横浜市都筑区池辺町4035-1-1F 045-929-5082

サイ･クリニック 横浜市都筑区池辺町2443-1 045-933-1887
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ｸﾘﾆｯｸ池辺 横浜市都筑区池辺町2218 045-941-1118

五十嵐外科胃腸科医院 横浜市瀬谷区三ﾂ境110-2 045-362-5668

瀬谷みなみだい整形外科 横浜市瀬谷区瀬谷1-23-4Ｙﾋﾞﾙ1Ｆ 045-300-3325

もろおかｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区師岡町908-3 045-531-1234

新羽あらた内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新羽町2080-1-3 045-543-2288

くろき医院 横浜市港北区仲手原2-21-13-1F 045-434-8477

あい診療所 横浜市港北区鳥山町1018 045-595-9481

陽だまりｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区鳥山町1106-2 045-620-7806

ひなた在宅クリニック 横浜市港北区綱島西3-2-20-2F 045-717-6852

くにもとﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区樽町4-4-44 045-541-7731

いけだ整形外科 横浜市港北区樽町2-6-40-2F 045-533-6260

シオン皮フ科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜3-20-3-2F 045-470-6432

横浜みのる神経ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜2-6-16 367新横浜2F 045-471-1082

みずほｸﾘﾆｯｸ港北 横浜市港北区新横浜2-4-17-6F 045-473-4433

新横浜在宅ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区新横浜2-3-3 045-548-5228

昇和診療所 横浜市港北区新横浜1-11-11 045-475-1295

新横浜ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区篠原町2865-2・3F 045-717-5126

篠原Kｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区篠原町1103-F 045-439-6336

いわの整形外科 横浜市港北区小机町444-1 045-471-5505

こうの医院 横浜市港北区小机町1489 045-470-7705

北新横浜整形外科・外科 横浜市港北区北新横浜1-2-3-3F 045-533-2237

いのもり脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区北新横浜1-2-3-2F 045-533-2727

菊名記念ｸﾘﾆｯｸ 横浜市港北区菊名3-19-8 045-401-5111

ささき整形外科 横浜市港北区菊名1-8-12 045-439-1766

志村整形外科医院 横浜市港北区大倉山3-45-14 045-531-1003

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

やました泌尿器科皮膚フ科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区六角橋1-13-1-1F 045-439-2022

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

中村医院 横浜市神奈川区白楽121 045-432-1080

小川橋医院 横浜市神奈川区菅田町910-3 045-473-5531
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新横浜南ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区菅田町656-1 045-478-3706

西菅田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区菅田町488-4-3-102 045-472-7711

篠原整形外科 横浜市神奈川区菅田町2647-2F 045-477-4155

薩田内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区菅田町2647-1Ｆ 045-477-4022

菅田町土田整形外科 横浜市神奈川区菅田町1822-2 045-472-2727

神奈川診療所 横浜市神奈川区新町15-6 045-441-0225

藤中整形外科 横浜市神奈川区白幡町6-19-1F 045-433-7700

神大寺ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区神大寺1-11-12 045-548-5166

名倉内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区片倉4-3-24-1F 045-413-2813

大石ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 横浜市神奈川区片倉2-1-21-1F 045-481-1101

あさひ本宿ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区本宿町90-30 045-360-8681

あさひ台ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中白根3-1-38 045-955-2501

高橋内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区中白根2-50-15 045-958-1055

石田ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区白根6-1-3 045-953-3308

髙梨整形外科医院 横浜市旭区白根2-17-10 045-951-2034

ｺｼﾞﾏ内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区笹野台1-1-36-1Ｆ 045-367-2622

ひかりが丘内科・在宅ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区上白根町891-18-7-101 045-489-9696

いわま内科ｸﾘﾆｯｸ 横浜市旭区今宿西町475 045-958-2377

横浜まちだｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区田奈町15-4-2-202 045-988-6001

青葉台脳神経ｸﾘﾆｯｸ 横浜市青葉区青葉台2-6-12-1F 045-988-7111

【横浜市外】

医療機関名 所在地 電話番号

井出歯科ｸﾘﾆｯｸ 東京都世田谷区深沢8-9-12-1F 03-3703-8695

村田医院 東京都世田谷区豪徳寺2-16-25 03-3425-2612

恵比寿みなみ観音坂ｸﾘﾆｯｸ 東京都渋谷区恵比寿南3-10-14-101 03-3710-8181

鷺沼ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 川崎市宮前区鷺沼3-26-6Ｆ 044-871-4300

やまと診療所武蔵小杉 川崎市中原区下沼部1760 044-431-8150


