名称

医療機関所在地

電話番号

汐田総合病院

〒230-0001横浜市鶴見区矢向１－６－２０

045-574-1011

〒230-0076横浜市鶴見区馬場４－４０－１２

045-571-0792

〒230-0001横浜市鶴見区矢向２－１４－７

045-575-2116

〒230-0076横浜市鶴見区馬場７－３０－１

045-582-0261

〒230-0002横浜市鶴見区江ケ崎町１２－１９

045-571-4893

〒230-0001横浜市鶴見区矢向５－４－３４

045-581-6070

坂本クリニック

〒230-0052横浜市鶴見区生麦５－６－２ネオマイムステーション
スクエア１０２

045-505-0347

森山病院

〒230-0041横浜市鶴見区潮田町３－１４５－４

045-501-1479

冨士見クリニック

〒230-0026横浜市鶴見区市場富士見町８－８

045-511-0243

渡辺医院

〒230-0041横浜市鶴見区潮田町３－１３３－２

045-501-6457

斉藤内科医院

〒230-0052横浜市鶴見区生麦３－８－１１

045-508-3237

ふくし内科クリニック

〒230-0071横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０

045-573-7191

鶴見中央クリニック

〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央３－１－２７エスバイエルマン
ション鶴見中央１０５

045-506-5554

くらた内科クリニック

〒230-0062横浜市鶴見区豊岡町２－３フーガ３ビル５０５号室

045-576-3370

恩賜財団

〒230-0012横浜市鶴見区下末吉３－６－１

045-576-3000

安藤内科クリニック

〒230-0001横浜市鶴見区矢向５－５－１５

045-573-3651

エミング横浜鶴見クリニック

〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８ドメスティックプラ
ザ鶴見Ⅱ ３Ｆ

045-633-8895

よこやまメンタルクリニック鶴見

〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３矢上屋ビル

045-717-5168

医療法人社団一灯会

クリニック寺尾

林医院
医療法人社団

古賀クリニック

佐藤医院
医療法人社団

桜英会

済生会

さくら診療所

横浜市東部病院

３Ｆ

名称

医療機関所在地

電話番号

早苗クリニック

〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３矢上屋ビル４Ｆ

045-501-1070

松澤内科・糖尿病クリニック

〒230-0077横浜市鶴見区東寺尾４－１６－１９

045-571-0281

橋本クリニック

〒230-0015横浜市鶴見区寺谷２－６－１６

045-581-7700

渡部クリニック

〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央３－１９－１１ココファン横浜
鶴見１Ｆ

045-506-3657

〒221-8601横浜市神奈川区富家町６－６

045-432-1111

〒221-0013横浜市神奈川区子安通２－２８６

045-441-3366

〒221-0043横浜市神奈川区新町１５番地の６

045-441-0225

牧クリニック

〒221-0865横浜市神奈川区片倉１－１６－１０ウサミメディカル
ファインビル３Ｆ

045-491-7967

コシ産婦人科医院

〒221-0065横浜市神奈川区白楽７１－８

045-432-2525

今井医院

〒221-0057横浜市神奈川区青木町５－１２

045-441-2666

社会福祉法人

恩賜財団

済生会神奈川県病院

古川病院
公益財団法人柿葉会

神奈川診療所

医療法人社団

翠洋会

長谷川医院

〒221-0015横浜市神奈川区神之木町９－６

045-431-1020

医療法人社団

若梅会

さかきばらクリニック

〒221-0077横浜市神奈川区白幡向町６－２９

045-435-1961

小野医院

〒221-0002横浜市神奈川区大口通１３８－８－２０１

045-439-4077

仁恵病院

〒221-0013横浜市神奈川区新子安１－２２－１２

045-431-2020

薩田内科クリニック

〒221-0864横浜市神奈川区菅田町２６４７菅田町メディカルビル

045-477-4022

医療法人

〒221-0802横浜市神奈川区六角橋１－４－３

045-432-2251

まつしま内科クリニック

〒221-0822横浜市神奈川区西神奈川１－５－２ナイスアーバン東
神奈川１Ｆ

045-324-3480

にわメディカルクリニック

〒221-0001横浜市神奈川区西寺尾１－２８－１

045-401-1237

清貴会

斎田医院

名称

医療機関所在地

電話番号

〒221-0852横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－７三ツ沢クリニック
プラザ２Ｆ
〒221-0013横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマビジ
ネスセンター１Ｆ
〒221-0802横浜市神奈川区六角橋１－６－１４白楽メディカルセ
ンター２Ｆ

にしかわ医院
オルト横浜クリニック
朝日内科クリニック

045-290-8188
045-438-0610
045-439-3788

神戸医院

〒221-0802横浜市神奈川区六角橋４－１－１

045-491-0137

いわた内科クリニック

〒221-0823横浜市神奈川区二ッ谷町６－３雷鳴堂ビル２Ｆ

045-317-8166

〒221-0865横浜市神奈川区片倉１－９－３まるあビル１Ｆ

045-488-5123

医療法人社団

久遠会

医療法人社団つくし会

福澤クリニック
反町駅前内科皮膚科

くにひろクリニック
小川橋医院
医療法人社団
合クリニック

ビバリータ

医療法人社団桐藤会

ポートサイド女性総

045-321-2032
045-432-8877

〒221-0864横浜市神奈川区菅田町９１０－３

045-473-5531

〒221-0055横浜市神奈川区大野町１－２５
レイス３Ｆ

045-440-5567

横浜ポートサイドプ

〒221-0832横浜市神奈川区桐畑８－３

045-323-3870

いまに内科クリニック

〒221-0865横浜市神奈川区片倉２－１－２１大石医療ビル２Ｆ

045-488-3737

横浜ソーワクリニック

〒221-0056横浜市神奈川区金港町３－１コンカード横浜２０Ｆ

045-461-1616

さくまファミリークリニック

〒221-0043横浜市神奈川区新町２１－８新町第１京急ビル２Ｆ

045-440-2855

わたなべクリニック

〒221-0013横浜市神奈川区新子安１－２２－１１

045-438-3270

ななしまクリニック

〒221-0061横浜市神奈川区七島町１６１－５

045-439-7728

医療法人社団ゆうま会

佐藤内科診療所

〒221-0825横浜市神奈川区反町３－１８－２スタイリオ横浜反町
２Ｆ
〒221-0002横浜市神奈川区大口通５６－５ 大口メディカルセン
ター２Ｆ

中崎クリニック

赤尾内科クリニック

１Ｆ

〒221-0852横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－２２

045-548-3163

〒221-0055横浜市神奈川区大野町１－２５
レイス３Ｆ

045-450-7730

横浜ポートサイドプ

名称
一般財団法人

神奈川県警友会

けいゆう病院

医療機関所在地

電話番号

〒220-8521横浜市西区みなとみらい３－７－３

045-221-8181

〒220-0072横浜市西区浅間町４－３４７－４Ｂａｙ Ｗｅｓｔ１
０１
〒220-8401横浜市西区みなとみらい３－３－１三菱重工横浜ビル
３Ｆ３１１

さいとう整形外科
横浜エムエムクリニック

045-312-6663
045-225-0953

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

いちの内科クリニック

〒220-0023横浜市西区平沼１－２－１２甘糟平沼ビル２Ｆ

045-314-1125

〒220-0012横浜市西区みなとみらい４－７－１－２階Ｇ

045-641-0550

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

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

045-228-2000

香取耳鼻咽喉科

〒220-0053横浜市西区藤棚町１－９５－１リブゼ横浜ファースト
モール１－Ａ

045-350-8741

広島耳鼻咽喉科

〒220-0004横浜市西区北幸１－４－１天理ビル５Ｆ

045-319-5287

みなとみらいセントラルクリニック

〒220-0012横浜市西区みなとみらい４－６－２みなとみらいグラ
ンドセントラルタワー ２Ｆ

045-232-4005

前川メディカルクリニック

〒220-0004横浜市西区北幸１－１－８

045-312-3568

みなとみらい耳鼻咽喉科

〒220-0012横浜市西区みなとみらい４－７－１－２Ｆ

045-640-4114

スカイビル腎・泌尿器科クリニック

〒220-0011横浜市西区高島２－１９－１２スカイビル９Ｆ

045-441-0040

医療法人社団
ニック

ＭＭ会

みなとみらい内科クリ

久保クリニック
横浜岡野町クリニック

エキニア横浜８Ｆ

〒220-0004横浜市西区北幸２－５－１５ プレミア横浜西口ビル
１Ｆ
〒220-0073横浜市西区岡野１－１４－１横浜メディカルセンター
ビル３Ｆ

045-316-2555
045-314-2311

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３Ｆ

045-450-3330

横浜血管クリニック

〒220-0073横浜市西区岡野１－１４－１
タービル２Ｆ

045-534-8880

横浜メディカルセン

名称

医療機関所在地

電話番号

横浜掖済会病院

〒231-0036横浜市中区山田町１－２

045-261-8191

〒231-0031横浜市中区万代町２－３－３

045-681-5101

〒231-0023横浜市中区山下町２６８

045-641-1921

医療法人回生会

ふれあい横浜ホスピタル

独立行政法人地域医療機能推進機構
院

横浜中央病

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

日本大通ビル

045-641-8501

前田クリニック

〒231-0024横浜市中区吉浜町２－１４広岡ビル４Ｆ

045-662-3355

医療法人社団

山本内科クリニック

〒231-0806横浜市中区本牧町２－３６４

045-622-3331

医療法人社団

慶博会

〒231-0015横浜市中区尾上町５－７６明治屋尾上町ビルディング
３０１

045-663-7161

〒231-0025横浜市中区松影町２－８－１０

045-641-6319

本牧港湾診療所

〒231-0812横浜市中区錦町５

045-623-5031

臼井医院

〒231-0035横浜市中区千歳町１－２横浜ＴＨビル２Ｆ

045-263-1315

関内クリニック

〒231-0005横浜市中区本町４－４３セボン関内第２ビル３Ｆ

045-201-7676

かとう内科クリニック

〒231-0015横浜市中区尾上町３－３９尾上町ビル８Ｆ

045-640-5433

よしずみ耳鼻科クリニック

〒231-0005横浜市中区本町３－２４－３エルドシック横濱２Ｆ

045-663-6187

ポーラのクリニック

〒231-0032横浜市中区不老町３－１４－５

045-222-8461

みなとクリニック

〒231-0806横浜市中区本牧町１－７キャスト本牧１Ｆ

045-623-6633

関内鈴木クリニック

〒231-0015横浜市中区尾上町３－２８横浜国際ビル２Ｆ

045-681-0056

たに内科クリニック

〒231-0045横浜市中区伊勢佐木町５－１２５伊勢佐木クイントパ
ラディオ１Ｆ

045-241-4114

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

医療法人健仁会

関内医院

健仁外科医院

名称

医療機関所在地

電話番号

相生２３クリニック

〒231-0012横浜市中区相生町１－３モアグランド関内ビル１Ｆ

045-222-7710

馬車道内科クリニック

〒231-0005横浜市中区本町４－３８横浜本町ビル１Ｆ

045-222-1222

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

医療法人

〒231-0843横浜市中区本郷町１－２６

045-623-8209

創祥会

小菅医院

横浜野毛坂クリニック

〒231-0064横浜市中区野毛町３－１６０－４

桜井耳鼻咽喉科医院

〒231-0025横浜市中区吉浜町１－９エトワール吉浜３０２

045-663-1133

まこと心のクリニック

〒231-0032横浜市中区不老町１－５－１１ＫーＳＰＩＲＥビル３
Ｆ

045-222-8050

向井クリニック

〒231-0861横浜市中区元町１－５１－１Ｆ－ｆｌａｔビル１Ｆ

045-222-0678

〒231-0024横浜市中区吉浜町１－２パークスクエア横浜２Ｆ

045-650-1616

〒231-0033横浜市中区長者町３－７－５

045-315-2211

医療法人社団 健伸会 石川町なのはなクリニッ
ク
医療法人社団オハナ 長者町ファミリークリニッ
ク
女性医療クリニック

ＬＵＮＡ・ＡＮＮＥＸ

〒231-0861横浜市中区元町３－１１５

ちぇるる野毛２Ｆ

ＹＳ長者町ビル１Ｆ
百段館３Ｆ

045-251-2673

045-633-2680

馬車道慶友クリニック

〒231-0002横浜市中区海岸通５－２５－２－２３シャレール海岸
通２Ｆ

045-640-3383

関内駅前内科クリニック

〒231-0016横浜市中区真砂町３－３３セルテ２Ｆ

045-228-7592

石川町内科クリニック

〒231-0025横浜市中区松影町１－３－７ロックヒルズⅧ

元町たかつか内科クリニック

〒231-0023横浜市中区山下町３７－８グローリオタワー横浜元町
２Ｆ

045-650-6570

オーシャンクリニック

〒231-8331横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯＣみなとみらい３Ｆ

045-641-0777

横濱医院

〒231-0023横浜市中区山下町２１１－８マリーンビレッジ山下町
１０１

045-228-8321

〒231-0821横浜市中区本牧原１－２２ムラーラ本牧南館３Ｆ

045-628-0622

医療法人社団豊葉会

本牧ベイサイドクリニック

３Ｆ

045-264-4678

名称

医療機関所在地

電話番号

新妻クリニック

〒231-0836横浜市中区根岸町３－１７６－３９

045-629-3585

横浜市立みなと赤十字病院

〒231-8682横浜市中区新山下３－１２－１

045-628-6100

川田医院

〒232-0071横浜市南区永田北３－１４－３

045-712-6006

〒232-0052横浜市南区井土ケ谷中町１２９

045-741-2185

〒232-0061横浜市南区大岡２－２６－８

045-731-1197

〒232-0021横浜市南区真金町１－７

045-251-2500

医療法人社団青世会
医療法人慈泉会

きたがわ内科クリニック

医療法人社団

田仲医院
慶博会

村山クリニック

川崎整形外科

〒232-0053横浜市南区井土ヶ谷下町２１３

内田内科クリニック

〒232-0033横浜市南区中村町１－１－１アークヒルズ１Ｆ

045-263-1255

〒232-0016横浜市南区宮元町２－３４

045-714-1913

北浜医院

〒232-0064横浜市南区別所３－８－３

045-712-1700

いでい耳鼻咽喉科医院

〒232-0067横浜市南区弘明寺町１３４ＧＭビル１Ｆ

045-715-4133

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

よなみね内科クリニック

〒232-0015横浜市南区共進町１－３４

045-720-6008

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

公立大学法人
ンター

〒232-0024横浜市南区浦舟町４－５７

045-261-5656

池田医院

〒232-0067横浜市南区弘明寺町１５９

045-731-0203

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

せきど脳神経外科クリニック

〒232-0056横浜市南区通町４－８２－１

医療法人社団

仁桂会

鳥山医院

横浜市立大学附属市民総合医療セ

第２江洋ビル２Ｆ

１Ｆ

045-714-8866

045-712-0702

名称

医療機関所在地

電話番号

上六ッ川内科クリニック

〒232-0066横浜市南区六ツ川１－８７３－３サンシティビル１Ｆ

045-306-8026

神奈川県立こども医療センター

〒232-8555横浜市南区六ツ川２－１３８－４

045-711-2351

弘明寺アイハートクリニック

〒232-0066横浜市南区六ツ川１－５０

045-731-5650

みうらクリニック
相原アレルギー科・小児科クリニック

〒232-0006横浜市南区南太田１－２９－２ ｍａｉｓｏｎ ｙ．
１Ｆ
〒232-0022横浜市南区高根町３－１７ストーク大通り公園参番館
２０１

045-712-0260
045-261-0737

いどがやケンズクリニック

〒232-0053横浜市南区井土ケ谷下町２１３第２江洋ビル３Ｆ

045-721-1024

横浜東邦病院

〒233-0008横浜市港南区最戸１－３－１６

045-741-2511

〒233-0013横浜市港南区丸山台２－２－１０

045-842-1121

〒233-0007横浜市港南区大久保３－３９－６

045-845-2681

〒234-8503横浜市港南区港南台３－２－１０

045-832-1111

〒233-0002横浜市港南区上大岡西１－１０－１

045-844-5739

〒233-0013横浜市港南区丸山台２－３４－８

045-844-3080

〒234-0054横浜市港南区港南台２－７－４１

045-831-8181

〒233-0002横浜市港南区上大岡西２－１３－１６

045-842-0385

岡内科クリニック

〒233-0002横浜市港南区上大岡西１－１９－１８長瀬ビル３Ｆ

045-841-0133

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

さとう整形外科

〒234-0052横浜市港南区笹下３－１１－１４－２Ｆ

045-843-5012

栗原医院

〒233-0007横浜市港南区大久保２－７－１９

045-842-9066

医療法人社団

成仁会

医療法人社団誠友会

長田病院

恩賜財団済生会

さつき台診療所

医療法人社団

横浜市南部病院
厚済会

上大岡仁正クリニック

古家内科医院
医療法人裕徳会
医療法人

健生会

港南台病院
朝倉クリニック

名称

医療機関所在地

電話番号

善利クリニック

〒234-0056横浜市港南区野庭町１４６－１

045-849-1080

上大岡内科・呼吸器科クリニック

〒233-0002横浜市港南区上大岡西２－３－６ＢＬＤアルダ３Ｆ

045-882-1159

諏訪クリニック

〒234-0054横浜市港南区港南台２－１１－１７

045-834-1651

中山医院

〒233-0006横浜市港南区芹が谷１－２１－１４

045-821-1511

清水橋クリニック

〒234-0053横浜市港南区日野中央１－１９－４

045-847-5623

野庭中央診療所

〒234-0056横浜市港南区野庭町６１４

045-844-5400

湘寿クリニック

〒233-0016横浜市港南区下永谷４－２－３０

045-825-5861

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松田ビル１Ｆ

045-836-1688

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

神奈川県立精神医療センター

〒233-0006横浜市港南区芹が谷２－５－１

045-822-0241

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いずみプラザ上永谷
１０４

045-846-0888

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

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

045-342-8810

奈良こうすけ診療所

〒234-0052横浜市港南区笹下３－１１－１４クリニックビル

045-842-6701

〒233-0001横浜市港南区上大岡東２－３－２６京急ファミリー倶
楽部２Ｆ

045-353-8382

横浜保土ケ谷中央病院

〒240-0066横浜市保土ケ谷区釜台町４３－１

045-331-1251

宮川内科小児科医院

〒240-0004横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－１

045-331-2478

〒240-0025横浜市保土ケ谷区狩場町２００－７

045-712-9921

医療法人財団

あおば弘成会

一般財団法人育生会

横浜病院

上大岡診療所

３号棟１０２号室

１Ｆ

名称

医療機関所在地

電話番号

星川内科外科クリニック

〒240-0006横浜市保土ケ谷区星川２－４－１星川ＳＦビル３Ｆ

045-336-2662

医療法人社団

〒240-0064横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１１８

045-331-3296

船員保険健康管理センター診療所

〒240-0066横浜市保土ケ谷区釜台町４３－２

045-335-2263

たかはし耳鼻科

〒240-0006横浜市保土ケ谷区星川２－４－１星川ＳＦビル３Ｆ

045-338-8484

聖隷横浜病院

〒240-8521横浜市保土ケ谷区岩井町２１５

045-715-3111

古川医院

〒240-0041横浜市保土ケ谷区東川島町２０－１９

045-381-0604

川村クリニック

〒240-0026横浜市保土ケ谷区権太坂１－５２－１４

045-742-1010

篠崎医院

〒240-0042横浜市保土ケ谷区上星川３－１５－５

045-371-0038

三省堂内科クリニック

〒240-0043横浜市保土ケ谷区坂本町６８－１９ハイツシャム１Ｆ

045-340-1815

東川島診療所

〒240-0041横浜市保土ケ谷区東川島町１５－６

045-373-9899

おおこうちクリニック

〒240-0003横浜市保土ケ谷区天王町１－１９－４ルミエール天王
町１Ｆ

045-333-5070

くろだ内科医院

〒240-0052横浜市保土ケ谷区西谷町１０５５－１吉田ビル１Ｆ

045-370-1101

はせがわ内科クリニック

〒240-0053横浜市保土ケ谷区新井町４５４－１花田ビル１Ｆ

045-372-3131

横浜市立市民病院

〒240-8555横浜市保土ケ谷区岡沢町５６

045-331-1961

〒241-0801横浜市旭区若葉台４－２０－１

045-921-6111

〒241-0022横浜市旭区鶴ケ峰２－２１－３２

045-371-2268

〒241-0002横浜市旭区上白根２－６５－１

045-951-3221

〒241-0821横浜市旭区二俣川２－３２

045-391-0166

晃徳会

医療法人社団明芳会

横山医院

横浜旭中央総合病院

川本胃腸内科外科
医療法人社団恵生会
医療法人社団

上白根病院

一色外科胃腸科医院

名称

医療機関所在地

電話番号

あすかい内科

〒241-0821横浜市旭区二俣川１－１０－６スズワビル２Ｆ

045-367-2226

鳥越耳鼻咽喉科

〒241-0816横浜市旭区笹野台１－１－３８ＫＮＣビル壱番館１０
１－Ａ

045-366-6487

飛田医院

〒241-0824横浜市旭区南希望が丘８２－１２

045-362-6166

肥後クリニック

〒241-0814横浜市旭区中沢２－３８－５

045-366-2118

横浜鶴ヶ峰病院

〒241-0011横浜市旭区川島町１７６４

045-371-2511

沢野クリニック

〒241-0825横浜市旭区中希望が丘１３２－１０髙橋ビル１Ｆ・２
Ｆ

045-360-9977

イアソクリニック

〒241-0022横浜市旭区鶴ケ峰１－２７－３

045-371-0050

希望ヶ丘耳鼻咽喉科

〒241-0825横浜市旭区中希望が丘１０２－９サンハイム希望ヶ丘
２Ｆ

045-365-4133

神奈川県立がんセンター

〒241-0815横浜市旭区中尾２－３－２

045-520-2222

石田クリニック

〒241-0005横浜市旭区白根６－１－３

045-953-3308

〒241-0014横浜市旭区市沢町５７４－１

045-355-3600

あさひ本宿クリニック

〒241-0023横浜市旭区本宿町９０－３０

045-360-8681

つくしクリニック

〒241-0817横浜市旭区今宿２－６３－１４

医療法人社団

東京石心会

医療法人社団アイメディケア

新緑脳神経外科

磯田内科

１Ｆ

045-360-0028

〒235-0016横浜市磯子区磯子３－１１－２２

045-755-1616

永井医院

〒235-0045横浜市磯子区洋光台１－７－２５

045-833-0720

バニーこども診療所

〒235-0045横浜市磯子区洋光台６－１９－４３ラ・カンパネラ１
Ｆ

045-830-0767

関田医院

〒235-0023横浜市磯子区森２－２５－１６

045-752-3026

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

名称

医療機関所在地

電話番号

ねぎし泌尿器科・内科

〒235-0005横浜市磯子区東町１５－３２モンビル横浜根岸２Ｆ

045-750-0119

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

奥田内科

〒235-0045横浜市磯子区洋光台３－１－１ショップ２７

きたむら内科クリニック

〒235-0016横浜市磯子区磯子３－１３
２号室

中川クリニック

〒235-0023横浜市磯子区森２－２６－１８シンコウ２ビル２Ｆ

045-370-7002

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

〒235-0012横浜市磯子区滝頭１－２－１

045-753-2500

国家公務員共済組合連合会

〒236-0037横浜市金沢区六浦東１－２１－１

045-782-2101

〒236-8653横浜市金沢区平潟町１２－１

045-781-8811

宮崎内科医院

〒236-0042横浜市金沢区釜利谷東４－５３－１５

045-783-5210

長倉医院

〒236-0005横浜市金沢区並木１－１９－２２

045-771-2500

〒236-0046横浜市金沢区釜利谷西６－１－１０

045-781-3188

椿ヶ丘医院

〒236-0052横浜市金沢区富岡西１－３５－１５

045-771-7613

鳥居泌尿器科・内科

〒236-0042横浜市金沢区釜利谷東２－２１－２２フレア金沢文庫
１階

045-784-2002

医療法人社団

〒236-0038横浜市金沢区六浦南２－９－１４

045-701-9917

社会福祉法人恩賜財団済生会

横浜南共済病院

医療法人社団

榎本医院

六浦診療所

いとう内科クリニック
はじりペインクリニック

若草病院

２Ｆ

Ｋ１Ｆクリニックモール

〒236-0051横浜市金沢区富岡東５－１８－１長谷川メディカルプ
ラザ富岡２Ｆ－Ｅ
〒236-0037横浜市金沢区六浦東３－１－２７サウスよこはま３
Ｆ，４Ｆ

045-830-6161
045-750-3360

045-771-2277
045-790-3335

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

桑原内科クリニック

〒236-0032横浜市金沢区六浦５－２１－３グリーンプラザ六浦１
０６

045-791-5751

名称

医療機関所在地

電話番号

並木クリニック

〒236-0005横浜市金沢区並木２－９－４

045-788-0888

千葉内科・消化器科

〒236-0027横浜市金沢区瀬戸３－４５金沢八景メディカルビル４
Ｆ

045-787-3300

公立大学法人

〒236-0004横浜市金沢区福浦３－９

045-787-2800

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

たかさき内科

〒236-0052横浜市金沢区富岡西２－３－１野本ビル１Ｆ

045-773-8001

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

神奈川県立循環器呼吸器病センター

〒236-0051横浜市金沢区富岡東６－１６－１

045-701-9581

上岡医院

〒236-0052横浜市金沢区富岡西６－１６－１１

045-775-3737

並木小磯診療所

〒236-0005横浜市金沢区並木１－１７－１金沢センターシーサイ
ド１０１

045-770-1191

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

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

医療法人社団

清水医院

〒222-0011横浜市港北区菊名３－２１－１０

045-431-8425

医療法人社団

荻原医院

〒222-0037横浜市港北区大倉山３－７－１７

045-531-3195

〒223-0061横浜市港北区日吉１－２－１６

045-561-5413

〒222-0036横浜市港北区小机町３２１１

045-474-8111

横浜市立大学附属病院

南澤医院
独立行政法人労働者健康安全機構
大倉山内科クリニック
日横クリニック
浅木クリニック

横浜労災病院

〒222-0037横浜市港北区大倉山１－１２－１８ Ｆ・ラ・ポッ
シュ２階
〒223-0062横浜市港北区日吉本町１－２０－１６日吉教養セン
タービル２階
〒222-0011横浜市港北区菊名１－４－２

045-543-8711
045-563-4115
045-401-8222

名称

医療機関所在地

電話番号

〒223-0063横浜市港北区高田町西２－６－５

045-592-5557

なみき内科クリニック

〒222-0026横浜市港北区篠原町１１２９岸根公園駅前ＵＵビル２
Ｆ２０２

045-430-3005

たかみざわ医院

〒223-0062横浜市港北区日吉本町１－２３－５高見澤ビル

045-561-8641

菜の花クリニック

〒223-0053横浜市港北区綱島西２－１１－２－１０１

045-547-6812

綱島クリニック

〒223-0053横浜市港北区綱島西２－３－２ナイスアーバンステイ
ツ綱島２Ｆ

045-540-4887

新横浜循環器科・内科

〒222-0033横浜市港北区新横浜２－１２－８扶桑ビル１Ｆ

045-470-8545

おおそねクリニック

〒222-0002横浜市港北区師岡町１１４８－１－１Ｆ

045-548-0707

医療法人

〒223-0062横浜市港北区日吉本町５－４－１

045-561-9300

こうの医院

〒222-0036横浜市港北区小机町１４８９－１

045-470-7705

吉川内科・循環器科クリニック

〒223-0062横浜市港北区日吉本町１－２０－２吉川ビル１Ｆ

045-566-0151

くろき医院

〒222-0023横浜市港北区仲手原２－２１－１３佐々木ビル１Ｆ

045-434-8477

北新横浜内科クリニック

〒223-0059横浜市港北区北新横浜１－２－３北新横浜メディカル
ビル４Ｆ

045-533-2235

トレッサ横浜クリニック

〒222-0002横浜市港北区師岡町７００

045-547-9219

鈴木整形外科医院

〒223-0065横浜市港北区高田東４－１－２５

045-543-7110

新横浜かとうクリニック

〒222-0033横浜市港北区新横浜２－６－１３新横浜ステーション
ビル８Ｆ

045-478-6180

大倉山診療所

〒222-0003横浜市港北区大曽根１－１７－３

045-531-4345

石井内科医院

〒223-0062横浜市港北区日吉本町６－２６－５

045-561-4704

あかつきクリニック

〒223-0052横浜市港北区綱島東４－２－５パルホワイト綱島１０
１

045-543-7101

医療法人

すこやか

紀明会

高田中央病院

まつみ医院

名称

医療機関所在地

電話番号

もろおかクリニック

〒222-0002横浜市港北区師岡町９０８－３

045-531-1234

グリーン高田駅前クリニック

〒223-0065横浜市港北区高田東３－１－８

045-544-1117

医療法人社団健明会

〒222-0037横浜市港北区大倉山５－２５－１９

045-717-6887

〒222-0033横浜市港北区新横浜３－８－１２丸八新横浜ビル４Ｆ

045-475-5155

綱島泌尿器科・内科クリニック

〒223-0052横浜市港北区綱島東１－１－６Ｊ・Ｃ古市ビル３Ｆ

045-533-0177

医療法人社団やまびこ
科

〒222-0033横浜市港北区新横浜３－６－４
４Ｆ

045-548-3887

大倉山わきもと内科

ＲＥＳＭ（リズム）新横浜
ルケアクリニック

睡眠・呼吸メディカ

新横浜整形外科リウマチ

新横浜千歳観光ビル

横浜市スポーツ医科学センタークリニック

〒222-0036横浜市港北区小机町３３０２－５

045-477-5050

一般社団法人日本厚生団

〒226-0027横浜市緑区長津田４－２３－１

045-981-1201

〒226-0005横浜市緑区竹山３－１－９

045-932-1668

鴨居病院

〒226-0003横浜市緑区鴨居５－２７－１０

045-933-1911

みどりクリニック

〒226-0025横浜市緑区十日市場町８００－３及び４エテルナⅢ３
階

045-981-2892

芦野内科クリニック

〒226-0006横浜市緑区白山２－３－１１カサベルテ横濱１Ｆ

045-937-2722

あゆみクリニック

〒226-0003横浜市緑区鴨居４－５２－２９マークミュー鴨居１０
１

045-936-0513

岩波胃腸科外科医院

〒226-0022横浜市緑区青砥町１１２２番地

045-932-3806

三保の森クリニック

〒226-0015横浜市緑区三保町１９５－１

045-922-5255

谷田部クリニック

〒226-0011横浜市緑区中山町９０７

045-937-7115

三保町内科・循環器クリニック

〒226-0015横浜市緑区三保町１８０３－１フレンズナカヤマ１Ｆ
Ｂ－１０２

045-936-0034

ししど内科クリニック

〒226-0003横浜市緑区鴨居４－２－３１

045-929-4114

医療法人社団恵生会

長津田厚生総合病院

竹山病院

１Ｆ

名称

医療機関所在地

電話番号

横浜ながつた内科・呼吸器クリニック

〒226-0027横浜市緑区長津田４－１１－１４

045-989-5822

あかおぎ内科リウマチクリニック

〒226-0027横浜市緑区長津田４－２－１８－２Ｆ

045-988-8080

長津田駅前

〒226-0027横浜市緑区長津田４－５－５長津田メディカルヴィ
レッジＢ棟１Ｆ１０１号室

045-984-1112

〒226-0011横浜市緑区中山町１５７－２Ｆ

045-929-5557

胃腸内科

中山駅南口内科クリニック
長津田クリニック
長津田ファミリークリニック
横濱おなか診療所

〒226-0027横浜市緑区長津田５－５－１３長津田メディカルスク
エア４Ｆ
〒226-0027横浜市緑区長津田５－４－１長津田クリニックビル２
Ｆ

医療法人社団明芳会

〒226-0011横浜市緑区中山町１９６－１
横浜新都市脳神経外科病院

ハイツ中山１０１－Ａ

045-988-3855
045-988-2201
045-507-8715

〒225-0013横浜市青葉区荏田町４３３

045-911-2011

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

〒227-0043横浜市青葉区藤が丘２－１－１

045-974-2221

土屋内科クリニック

〒225-0003横浜市青葉区新石川１－９－８アイケービル１Ｆ

045-911-3232

医療法人社団一成会

たちばな台病院

〒227-0046横浜市青葉区たちばな台２－２－１

045-962-3338

医療法人社団健生会

長浜医院

〒225-0011横浜市青葉区あざみ野４－２－４

045-901-2525

横浜青葉台クリニック

〒227-0062横浜市青葉区青葉台１－１９－３５

045-988-0631

あい内科クリニック

〒227-0038横浜市青葉区奈良１－１８－１３

045-960-6240

〒225-0004横浜市青葉区元石川町４３００

045-901-0025

〒225-0001横浜市青葉区美しが丘西２－６－３

045-909-0130

〒225-0012横浜市青葉区あざみ野南１－１

045-912-0111

〒225-0011横浜市青葉区あざみ野２－９－１１サンサーラあざみ
野３Ｆ

045-902-3033

医療法人社団

博慈会

青葉さわい病院

松田クリニック
医療法人社団明芳会

江田記念病院

あざみ野おさかべクリニック

名称

医療機関所在地

電話番号

内野医院

〒225-0024横浜市青葉区市ケ尾町３３０

045-971-1048

やなぎ耳鼻咽喉科クリニック

〒225-0011横浜市青葉区あざみ野２－９－１－２階

045-901-1184

きくち内科

〒225-0024横浜市青葉区市ケ尾町１１６７－１

045-532-5941

橋本内科・循環器クリニック

〒225-0011横浜市青葉区あざみ野２－３０

045-905-2530

青葉台ブエナヴィスタクリニック

〒227-0062横浜市青葉区青葉台２－８－２０

若草台内科眼科外科クリニック

〒227-0045横浜市青葉区若草台４－１６

045-960-3301

まゆみ内科クリニック

〒225-0013横浜市青葉区荏田町２３４－１－１Ｆ

045-914-8828

〒225-0012横浜市青葉区あざみ野南２－１４－４

045-509-1024

医療法人社団武田クリニック
リニック

あざみ野坂の上ク

たまプラーザ南口胃腸内科クリニック
医療法人社団咲月会
青葉

サンメディカルクリニック

伊豆美レディスクリニック

あざみ野三規庭２Ｆ
パルテ青葉台３Ｆ

〒225-0003横浜市青葉区新石川３－１４－１２ キッズビーンズ
１－Ａ号
〒227-0038横浜市青葉区奈良４－６－１５わかたけの杜クリニッ
ク棟
〒225-0003横浜市青葉区新石川３－１４－１ドレッセたまプラー
ザ

045-308-6135

045-914-7666
045-960-5810
045-915-7123

たまプラーザ南口耳鼻咽喉科

〒225-0003横浜市青葉区新石川２－４－１６

045-507-3915

たかはしハートクリニック

〒225-0003横浜市青葉区新石川２－４－１６－３Ｆ

045-530-5635

山本記念病院

〒224-0024横浜市都筑区東山田町１５５２

045-593-2211

岸胃腸科外科

〒224-0026横浜市都筑区南山田町４６１４

045-592-6246

山口医院

〒224-0001横浜市都筑区中川１－５－９

045-912-2188

アーバンクリニック石川オフィス

〒224-0057横浜市都筑区川和町２３３８－３

045-941-2121

昭和大学横浜市北部病院

〒224-8503横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１

045-949-7000

名称

医療機関所在地

電話番号

〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－３９－２９グレイスマン
ション２０７
〒224-0021横浜市都筑区北山田１－７－１ソニックス１７１ １
Ｆ

センター北伊藤内科
松浦内科

045-910-1108
045-593-1166

松井クリニック

〒224-0034横浜市都筑区勝田町３２４－３

045-591-2655

内科・消化器科林医院

〒224-0034横浜市都筑区勝田町１２９７

045-942-3302

小川メディカルクリニック

〒224-0007横浜市都筑区荏田南３－３７－１５横浜青葉クリニッ
クセンター２Ｆ

045-943-6566

葛が谷つばさクリニック

〒224-0062横浜市都筑区葛が谷４－１４

045-945-2772

ひまわりレディースクリニック
ただ内科
中川駅前内科クリニック
医療法人社団

おやま内科クリニック

センター北ユアクリニック
佐江戸内科循環器科

〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央５０－１７Ｃ・Ｍ Ｐｏｒｔ
８Ｆ
〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１ベルヴィル茅ケ崎４
Ｆ
〒224-0001横浜市都筑区中川１－１１－２５シーアイマンション
港北中川１Ｆ
〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－１ タウンスクエア２
０１号室
〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－２９－２４ アビテノール
３Ｂ
〒224-0054横浜市都筑区佐江戸町８２３－１ サンコート中山１
０１

045-949-2212
045-949-5178
045-910-5292
045-944-1313
045-910-1313
045-350-8392

港北ハートクリニック

〒224-0062横浜市都筑区葛が谷１０－３エムズヒル２Ｆ

宮崎内科クリニック

〒224-0021横浜市都筑区北山田１－９－３「ＥＫＩＮＩＷＡ
ＩＴＡＹＡＭＡＴＡ」１Ｆ－Ｄ－Ｅ

深澤りつクリニック

〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－２８－２０ＣＫビル３Ｆ

045-914-6330

かずき内科中川駅前クリニック

〒224-0001横浜市都筑区中川１－１９－２３

045-914-4159

ピュアライフメディカルクリニック
医療法人社団
ク

桜桃会

はるくるキッズクリニッ

045-943-5810
Ｋ

大久保第５ビル

〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央７－１９ センター南ビジネ
スビル３Ｆ
〒224-0021横浜市都筑区北山田１－９－３ＥＫＩＮＩＷＡ ＫＩ
ＴＡＹＡＭＡＴＡ １Ｆ

045-590-0389

045-949-0755
045-595-3033

名称

医療機関所在地

電話番号

都筑あずま内科リウマチ科

〒224-0041横浜市都筑区仲町台２－９－１２

045-943-0088

いしわ内科皮膚科クリニック

〒224-0062横浜市都筑区葛が谷８－１０都筑ふれあいの丘駅前ビ
ル３Ｆ

045-342-7880

北山田クリニック

〒224-0021横浜市都筑区北山田２－３－７ウエストスクエア

045-719-7620

〒224-0003横浜市都筑区中川中央１－３７－１４フォンテーヌセ
ンター北２Ｆ２０１
〒224-0041横浜市都筑区仲町台１－２－２８ヨコハマパレス２Ｆ
２０２

センター北ひまわり耳鼻咽喉科
おおた耳鼻咽喉科
医療法人横浜柏堤会

戸塚共立第１病院

045-911-8718
045-942-3387

〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町１１６

045-864-2501

岡部内科医院

〒244-0813横浜市戸塚区舞岡町３３

045-824-0358

小雀内科医院

〒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

〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町３８８０－２

045-864-3511

〒245-0062横浜市戸塚区汲沢町５６

045-871-8855

〒245-0061横浜市戸塚区汲沢８－１１－２７

045-881-1810

品濃町内科クリニック

〒244-0801横浜市戸塚区品濃町５１９上條ビル２階

045-823-4156

風早内科クリニック

〒244-0805横浜市戸塚区川上町１５１

045-827-1221

小川クリニック

〒244-0813横浜市戸塚区舞岡町２９

045-822-6650

医療生協かながわ生活協同組合

戸塚診療所

西横浜国際総合病院
医療法人社団三ッ矢会

久保内科胃腸科医院

よしい内科クリニック
おかもと内科皮膚科クリニック
ふじばし内科

〒245-0061横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６踊場メディカルセン
ター２Ｆ
〒244-0805横浜市戸塚区川上町８４－１ケアハウス・ゆうあい４
階Ｂ号室
〒245-0051横浜市戸塚区名瀬町３６－４

045-861-2511
045-822-3333
045-813-6161

名称

医療機関所在地

おたに耳鼻咽喉科

〒245-0063横浜市戸塚区原宿４－１５－７

森クリニック

〒245-0067横浜市戸塚区深谷町２１９－１

電話番号
２Ｆ

045-852-7087
045-858-5058

〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８土屋クリニックビル
１Ｆ
〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町１６－９カンパニュラＢＬＤ．４
Ｆ

しばた医院
開花館クリニック

045-865-6666
045-871-6622

司命堂医院

〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町４０９０

045-881-0114

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

アリスクリニック

〒244-0801横浜市戸塚区品濃町５３８－１
５０２号室

ゆめはまクリニック

〒244-0813横浜市戸塚区舞岡町３４０６

045-828-2007

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

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

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

ながのクリニック

〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町４８１－１

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

堀口クリニック

〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町４９８－１１
Ｆ

医療法人社団白百合会

１Ｆ・２Ｆ

045-827-1212

045-869-0381

３Ｆ

045-383-9805

八恍ビル１Ｆ

045-392-8612
045-869-3123

第五吉本ビル１

045-869-6464

〒245-0066横浜市戸塚区俣野町４６１

045-435-5577

〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町１５７フタバビル１Ｆ

045-862-5800

戸塚クリニック

〒244-0002横浜市戸塚区矢部町６４９

045-864-2110

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スカイビルディング６
Ｆ

045-435-9604

医療法人則愛会

戸塚白百合クリニック

東戸塚中央ビル５階

戸塚内科医院

名称

医療機関所在地

電話番号

〒247-0005横浜市栄区桂町１３２

045-891-2171

ムラタ耳鼻咽喉科

〒247-0005横浜市栄区桂町６６９－８

045-894-7221

医療法人社団

前田医院

〒247-0007横浜市栄区小菅ケ谷２－３９－８

045-892-4678

医療法人社団

柴崎内科クリニック

〒247-0005横浜市栄区桂町３２４－６

045-892-5016

山崎脳神経外科

〒244-0841横浜市栄区長沼町１８８－８－１Ｆ

045-871-3996

野村医院

〒247-0006横浜市栄区笠間５－３１－２４

045-892-5910

〒244-0842横浜市栄区飯島町１３２９－９

045-890-5400

国家公務員共済組合連合会

医療法人社団

正節会

横浜栄共済病院

阿部内科

横浜さかえ内科

〒247-0007横浜市栄区小菅ケ谷１－１５－２

なかのクリニック

〒247-0009横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１０－２

045-890-6226

なかたクリニック

〒247-0005横浜市栄区桂町２７４－７－１０２

045-897-5858

栄小磯診療所

〒247-0006横浜市栄区笠間４－１０－３
Ｆ

045-893-1100

医療生協かながわ生活協同組合

笠間クリニックビル１

045-897-5515

〒245-0023横浜市泉区和泉中央南４－１９－１３

045-802-2416

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

〒245-0006横浜市泉区西が岡１－２８－１

045-813-0221

柏木医院

〒245-0016横浜市泉区和泉中央南１－３７－７

045-802-8253

みやざわ医院

〒245-0018横浜市泉区上飯田町２６７０－３２

045-803-5050

應天堂内科

〒245-0014横浜市泉区中田南３－６－１希光ビル２Ｆ－Ａ

045-800-3330

社会福祉法人

親善福祉協会

いずみ診療所

２０５・２０６

中田町クリニック

国際親善総合病院

名称

医療機関所在地

電話番号

緑台クリニック

〒245-0002横浜市泉区緑園２－６－１１

045-813-6333

いずみ中央病院

〒245-0016横浜市泉区和泉町３６２７

045-802-1151

林内科クリニック

〒245-0018横浜市泉区上飯田町９３８－１いずみ中央クリニック
ビル１Ｆ

045-805-1130

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１Ｆ

045-805-3081

かねむらクリニック

〒245-0012横浜市泉区中田北２－６－１４アイエイチビルⅡ－１
Ｆ－Ｂ

045-805-6685

医療法人

〒245-0009横浜市泉区新橋町５３－１

045-810-0250

順神会

横浜緑園丘の上クリニック

医療法人社団ふたば会

やよい台内科・皮フ科

〒245-0008横浜市泉区弥生台２５－１

弥生台石川ビル２Ｆ

045-813-5111

さいとうクリニック

〒245-0014横浜市泉区中田南３－２－２１パークヒルズ中田１Ｆ

045-800-5550

医療法人愛生会

〒246-0022横浜市瀬谷区三ツ境２３－８

045-391-0006

横浜甦生病院

〒246-0031横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－３０

045-302-5001

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
スクエア１Ｆ

三ツ境はこだ内科

〒246-0022横浜市瀬谷区三ツ境６－２

鶴見大学歯学部附属病院

〒230-8501横浜市鶴見区鶴見２－１－３

045-580-8500

神奈川歯科大学附属横浜クリニック

〒221-0835横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６

045-313-0007

誠敬会クリニック

〒220-0004横浜市西区北幸１－２－１３横浜西共同ビル５Ｆ

045-317-3007

保土ケ谷クリニック

〒240-0023横浜市保土ケ谷区岩井町１１

045-331-5941

三ツ境病院

ヒラノメディカル

三ツ境ＴＫビル２Ｆ

045-392-2622
045-360-0230

名称

医療機関所在地

電話番号

1

