
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 診療科目
ぬまた内科呼吸器科 251-0002 神奈川県藤沢市大鋸1-2-18 藤沢ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊﾟｰｸ3階 0466-29-5001 内、呼、アレルギー、循
おくやま小児科 251-0002 神奈川県藤沢市大鋸1-2-18 藤沢ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊﾟｰｸ1階 0466-29-5513 小
小野整形外科 251-0002 神奈川県藤沢市大鋸1-2-18 藤沢ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊﾟｰｸ2階 0466-29-5593 整、リウマチ、リハ
からさわ耳鼻咽喉科 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢560-4 0466-26-3387 耳鼻咽喉科
三宅クリニック 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢580-1 0466-53-7983 循、内
角谷整形外科 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢563-1 0466-26-1020 整形
湘南柄沢クリニック 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢421-2-B 0466-23-5018 外、内、消
小池クリニック 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢438 0466-25-8985 脳外
海部胃腸内科医院 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡3-6-10 0466-26-7225 消、外、皮
うちだ内科 251-0011 神奈川県藤沢市渡内4-5-18渡内ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 0466-24-8522 内、循、呼
かすが整形外科 251-0011 神奈川県藤沢市渡内4-5-18渡内ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 0466-27-8388 整、リハ
おおしま眼科 251-0011 神奈川県藤沢市渡内4-5-18渡内ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2Ｆ 0466-50-5588 眼
たかはしクリニック 251-0016 神奈川県藤沢市弥勒寺4-1-12 0466-23-6133 循、内
仲野整形外科 251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明　5-13-19 0466-22-1780 スポーツ整形、手の外科、整、リハ
はしば泌尿器科皮膚科クリニック 251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明　5-13-19 0466-25-8232 皮、泌
牧野クリニック 251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明　5-13-19 0466-29-5761 消、内、外
わかきkidsクリニック 251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-13-19 0466-53-9503 小
湘南レディースクリニック 251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-12-5・6Ｆ 0466-55-5066 産婦、生殖
順リハビリ整形外科 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-1-2F 0466-25-3812 整形、リハ
別府医院 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-1-5F 0466-26-1515 消、、循、脳内
たかさか小児科 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-5-1F 0466-23-5366 小児科
こみ糖尿病内科 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-7-1Ｆ 0466-53-7763 内科、糖尿病
神里内科クリニック 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-17-13 0466-22-2706 麻酔、内、呼、循
藤沢順天医院　 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-17-11 0466-23-3211 内、消、胃、循
いせき耳鼻咽喉科 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-1-8-4階 0466-23-8733 耳
橘クリニック 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-1-4藤沢ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ5F 0466-24-3515 精、心
たかばやし胃腸科クリニック 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-1-8-5F 0466-24-4114 消、内、外、肛門
白木内科医院 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-5-1　2F 0466-26-5578 内、糖、循
勝俣内科医院 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-4-1 小山ﾋﾞﾙ2階 0466-27-5811 内
さくだ脳神経外科クリニック 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘　1-17-11-101 0466-55-3151 脳外、神内
中山眼科医院 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-4-3Ｆ 0466-22-3137 眼
藤沢内科消化器科クリニック 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-4-2Ｆ 0466-23-8801 内、消、循、呼
ほり整形外科クリニック 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-13-4-1F 0466-24-3777 整形
湘南斎藤クリニック 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-14-9 0466-22-4114 内、消、外、整
クローバーホスピタル 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上3-3-6 0466-22-7111 総合
山下湘南夢クリニック 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-10-4F 0466-55-5011 不妊、婦人
尾崎クリニック 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東1-1玉半ビル2F 0466-25-2210 内、リウマチ
小林内科医院 251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡4-15-28 0466-22-4648 胃、内、消
鵠沼メンタルクリニック 251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1-8-10 0466-22-5617 精



安達正則クリニック 251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡4-14-3 0466-26-0378 リウマチ、アレルギー、内、呼
湘南鵠沼脳神経クリニック 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-7-9-1F 0466-35-1101 脳神経内科　神経
宮川医院（加藤小児科） 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼2-9-25 0466-22-5915 小、産婦
やすい小児科・循環器科 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-7-9 0466-30-2125 小、循、内、アレルギー
野中医院 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-14-6 0466-34-2727 皮、神内、アレルギー、内
早稲田医院 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-7-4 0466-38-6657 内
くげぬま緩和ケア内科 251-0031 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷1-9-22 0466-53-8025 緩和ケア、訪問
池上整形外科 251-0031 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷2-1-21 0466-26-3711 整形外科
湘南江の島クリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-15-1湘南江の島駅ビル3階 0466-26-8000 総合内科、訪問診療
片瀬クリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬5-12-23 0466-52-5703 消、訪問
クローバークリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬4-10-22 0466-22-5110 内、外、皮
杉本医院 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬5-3-15 0466-23-2353 小
湘南海岸眼科クリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬4-11-5 0466-25-7772 眼
佐川内科医院 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-16-6 0466-27-4188 内、呼、消、循
三浦内科クリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-1-39 片瀬ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ3階 0466-29-0120 糖内、内、循、呼、アレルギー
片瀬こどもクリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-1-39 0466-29-5033 小、アレルギー
湘南内科・消化器科クリニック 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-15-24 0466-55-2527 内、消
片瀬整形外科 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-1-39 0466-55-3725 整、リウマチ、リハ、外
片瀬山内科医院 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山3-25-10 0466-22-5190 内
中沢医院 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山5-13-4 0466-24-4179 内
及川内科医院 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山4-6-4 0466-25-1437 内
やまだ内科クリニック 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山2-7-5 0466-26-3662 内、呼､アレルギー
のぐち江ノ島クリニック 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-3-7-1F 0466-55-3811 内
いしい内科医院 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-9-6ﾌｼﾞﾋﾞﾙ1F102 0466-26-0621 内、循、消、糖内
高橋内科クリニック 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-5-5 鎌田ﾋﾞﾙ1F 0466-29-9350 内
のなかこどもクリニック 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16-4F 0466-31-0555 小、アレルギー
木村眼科医院 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16-3Ｆ 0466-34-1341 眼科
湘南ライフ内科クリニック 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16 0466-31-0785 消、内、呼、糖内
江ノ島整形外科・外科 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16 0466-31-0787 整、リハ、外科、皮
みずしな整形外科 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-5-5 0466-33-3357 整
野沢内科・循環器内科 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-5-18 MKﾋﾞﾙ2F 0466-36-2055 循
海の診療所 251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1-16-23 0466-76-6034 訪問、内
ありあけ内科クリニック 251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-15-27 0466-54-2668 透、内
かわしま神経内科クリニック 251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡5-13-17 0466-55-1358 神内、内
CoCo　Clinic 251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3-2-13 0466-55-3988 小、アレルギー
辻堂金沢内科クリニック 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1-1F 0466-86-7706 内、糖、甲、内分泌
もとき内科クリニック 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-39-4F 0466-47-8216 内、呼吸、
あいあい耳鼻咽喉科医院 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-2-23 0466-33-8749 耳鼻
小林内科医院 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町2-17-29 0466-34-5011 内、循、呼
つちや眼科 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1-2F 0466-37-1008 眼



森整形外科医院 251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町4-7-21 0466-90-3630 整形
さいとう内科小児科クリニック 251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町4-7-21 0466-30-3500 内、小
杉山内科クリニック 251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町5-13-25 0466-31-0310 内
辻堂太平台クリニック 251-0044 神奈川県藤沢市辻堂太平台1-3-2 0466-30-0670 循、内、糖尿、小児
マリソル整形外科 251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-12-20-3Ｆ 0466-47-7870 整形、リハ
山田医院 251-0046 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2-10-6 0466-36-5379 消、循、小、内
しらゆりクリニック 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-7-16-2F 0466-52-4141 心療
はじめクリニック 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂5-18-9 0466-31-0840 胃、内、外、肛門、リハビリ
いわもと皮フ科クリニック 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-4-30 田代ﾋﾞﾙ2F 0466-33-1124 皮
湘南藤沢おぬき消化器クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢600ASMビル3F 0466-24-1371 内、消化器、外、禁煙
朝倉医院　泌尿器科 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢600 0466-24-5622 泌
いなば医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢94-2 0466-25-2237 産婦、皮
湘南眼科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢610-1サミット北口店2Ｆ 0466-25-5333 眼
広本クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢221-1 0466-27-5355 泌、透析
藤沢整形外科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢610-1サミット北口店2F 0466-28-5310 整形
湘南なぎさ診療所 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢966-3毛利ビル1Ｆ 0466-29-9775 内、外、皮、循、消、脳
小林皮ふ科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢966-3毛利ビル5Ｆ 0466-24-1644 皮
工藤メンタルクリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢600ASMビル４F 0466-47-9400 心療、精神
さわ内科糖尿病クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢610-1サミット北口店２F 0466-55-2256 内、糖
白旗なのはなクリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2-3-15 ﾄﾚｱｰｼﾞｭ白旗2階 0466-55-2511 内、在宅、訪問
藤沢内科ポライトクリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢537 0466-52-5045 循、内
湘南藤沢形成外科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢571-1F 0466-54-4374 形成、皮膚、美容
藤沢ぶん整形外科 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢530-10-3Ｆ301 0466-22-1173 整形
藤沢えがしらクリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢530-10F.S.Cビル3F302 0466-53-9834 消化器内科
藤沢 女性のクリニックもんま 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢530-10F.S.Cビル4Ｆ 0467-55-4976 産婦人科
木村小児科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢965 0466-22-2648 小
長谷内科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢229 0466-22-2681 内、小
山川医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢541 0466-22-2983 内、消
後藤内科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1-3-5 0466-22-3113 内
釜萢内科小児科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢851 0466-22-6151 内、小
金子医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢545 0466-22-9713 内、消、循
藤沢シティ眼科 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢-115ｴﾌﾃｨｰﾋﾞﾙ2F 0466-24-1118 眼
片山クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢991-35 0466-24-2425 形、美容、外
上野耳鼻咽喉科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢556 0466-24-3252 耳鼻
湘南耳鼻咽喉科 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢94-2 0466-24-3341 耳
生協　藤沢診療所 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢854-4 0466-25-2514 内、整、心
近藤内科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1027-9 0466-25-8280 内、循、腎、呼
山岸クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢3-1-18 0466-28-0707 内、胃、循、肛門
ほしの内科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2-1-18 山本ﾋﾞﾙ1階 0466-29-0320 糖内、甲状腺
やのハートクリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1099-5 0466-29-8810 循、心外、内



さとう皮フ科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢438-1藤沢ﾙﾐﾈﾌﾟﾗｻﾞ7階 0466-50-1102 皮
宮岡脳神経外科 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1-3-9 0466-54-2250 脳外
アイ整形外科クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢2-3-15-B 0466-55-1160 整
湘南中村クリニック 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢31-2 0466-55-3450 循、内、小
牛腸内科医院 251-0053 神奈川県藤沢市本町2-8-28 0466-22-2821 内
松井ヒフ科医院 251-0053 神奈川県藤沢市本町2-14-1 0466-23-1176 皮
神谷医院 251-0053 神奈川県藤沢市本町2-7-25 0466-26-1622 内
風間医院 251-0054 神奈川県藤沢市朝日町16-4 0466-22-9020 内、消、小
木島眼科クリニック 251-0054 神奈川県藤沢市朝日町4-4 0466-54-5220 眼
藤沢金沢内科クリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-18 0466-29-1122 糖内、循
藤沢在宅クリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-16-2F 0466-50-2399 訪問、内
細田眼科クリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-16マサキビル2F 0466-41-9335 眼
とやま産婦人科医院 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢18-3 0466-22-1103 産婦、東洋
耳鼻咽喉科はしもとクリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-20 柏屋ﾋﾞﾙ4F  0466-22-3887 耳
せき藤沢レディースクリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-20 0466-23-8858 産婦
南藤沢クリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21-8-5F 0466-26-3300 精、心、眼
藤沢皮フ科・形成外科 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-20 柏屋ﾋﾞﾙ2F 0466-27-7555 皮膚、形成
林クリニック 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-8 K&Sﾋﾞﾙ3F 0466-54-6105 外、呼、肛門、内
四ツ谷クリニック 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥1-6-16 0466-31-0855 循、内
辻堂クリニック 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥3-1-8 ｱｴﾗｽ辻堂W103 0466-33-8899 糖内、内、整、小、麻酔
藤田医院 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥5-5-10 0466-36-0979 内、外
湘南ライフタウン診療所 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5526-2-B1F 0466-86-8821 内、消、外
よしむら耳鼻咽喉科・内科・呼吸器内科 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5681-10-2Ｆ 0466-87-3315 耳、呼吸、内
湘南ゆずクリニック 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5220-27 0466-52-6813 内、訪問診療
浅川小児科クリニック 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5682-9 ﾗｲﾌﾋﾞﾙ 0466-87-5883 小
産婦人科吉田クリニック 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-4 0466-88-1103 産婦
橘内科 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-8 0466-88-1188 内
青木内科 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5682-9ﾗｲﾌﾋﾞﾙ3F 0466-88-5132 内、神内
湘南あおぞらクリニック 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5560-1ﾕｰﾐｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾀｳﾝ大庭1F 0466-89-0603 消、内、呼、循
石田胃腸科医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-1-2 0466-81-2683 内、消化器
青木医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-9-3 0466-22-1690 内、小
えりクリニック 251-0871 神奈川県藤沢市善行1-15-7 0466-80-3850 内、麻酔、循、神内
山本内科クリニック 251-0871 神奈川県藤沢市善行1-25-15 TYﾋﾞﾙ1F 0466-80-6686 呼、消、循、内
黒川産科婦人科医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-1-10 0466-81-0500 産婦、小
山﨑脳神経外科クリニック 251-0871 神奈川県藤沢市善行1-20-6 0466-81-3183 脳外、神内、外
矢野医院（耳鼻咽喉科） 251-0871 神奈川県藤沢市善行1-25-11 0466-81-3541 耳鼻
西村整形外科 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-2-6 0466-81-5027 整
善行クリニック 251-0871 神奈川県藤沢市善行6-16-21 0466-81-8511 内、外、皮、整
門山医院 251-0872 神奈川県藤沢市立石3-3203-8 0466-81-1458 耳鼻、気管食道、内、小
本藤沢内科クリニック 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢6-14-2 0466-82-2233 内、循、呼、消



藤沢本町ファミリークリニック 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢1-1-8 0466-80-5815 内
善行団地石川医院 251-0877 神奈川県藤沢市善行団地3-16-1 0466-82-1377 内、循、小
山口クリニック 252-0802 神奈川県藤沢市高倉2332-1 0466-41-0333 内、外
石原医院 252-0802 神奈川県藤沢市高倉396-3 0466-44-3627 内
渡辺整形外科クリニック 252-0802 神奈川県藤沢市高倉651 ｽｽﾞﾋﾛﾋﾞﾙ2F 0466-44-6300 整
湘南台腎泌尿器科・漢方クリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-12 0466-41-2566 腎、泌、漢方
湘南藤沢心臓血管クリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-9-1 0466-41-2810 循、内、心外
湘南台東口クリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-1-1 0466-43-5115 透析、内科
ことり内科クリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-2-1 0466-53-7100 内、糖尿
湘南台スマイルクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-10-12-5Ｆ 0466-53-8590 訪問、内
湘南台ふかさわクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-31-15-2F 0466-41-5525 内、消、外、美容外
湘南台ブレストクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-1-6-2F 0466-41-0065 乳腺
いまにし内科・消化器科クリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-7-8 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ1F 0466-41-0210 内、消
湘南台青木形成外科クリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-10-7 ﾏｰﾍﾞﾙｽｸｴｱ3R 0466-41-1360 外、整、形、皮
湘南台しらがクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-1-6-3F 0466-41-4192 外、美容、内
あべともここどもクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台3-7-12 0466-42-6785 小
つじた脳神経外科 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台3-7-12 1F 0466-42-6801 脳外
湘南台メンタルクリニック 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-4-1-63田中ﾋﾞﾙ2A 0466-43-2539 精、心
瀬戸山産婦人科 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台7-52-11 0466-43-3335 産婦
河合耳鼻咽喉科 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-8 0466-43-6855 耳
メンタルクリニックゆかり 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-2-11 0466-43-8108 精、心
羅内科循環器科医院 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-27-15-1F  0466-43-8522 内、循
湘南第一病院 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-19-7 0466-44-7111 内、外、整、脳、皮、泌、小、放
いわもと内科 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台4-5-1ﾌﾟﾚｼﾞｬ1F 0466-44-8004 内、循
小林整形外科・外科 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台5-7-17 0466-45-5181 消、外、整、皮、泌
湘南台中央医院 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台7-1-5 0466-45-8828 内、胃腸、循
村田会湘南台内科クリニック 252-0805 神奈川県藤沢市円行991番地 0466-43-0865 循、内、呼、消、小
たけいハートクリニック 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚467-10 0466-53-8624 循、内
はやし内科クリニック 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚467-18山口ﾋﾞﾙ2F 0466-41-3808 内、消、循、小
長後こどもクリニック 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚478-5 0466-44-2030 産婦
むつあい内科クリニック 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2-10-13 0466-52-5883 内、呼吸
関野内科医院 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野1-21-12 0466-81-5615 内、消化器内科
みむら脳神経外科 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2-7-1 0466-81-8686 脳神経、神経内科
心臓クリニック藤沢六会 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2-7-1 0466-52-8200 循環器、内、心外
佐藤クリニック 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2520-25 0466-82-6633 内、小
六会眼科 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2-10-7 0466-83-3133 眼
高橋まことクリニック 252-0815 神奈川県藤沢市石川1-1-20-2Ｆ 0466-89-4351 内、消化器外科
伊出診療所 252-0815 神奈川県藤沢市石川4-21-6 0466-87-7556 内、小
菅原泌尿器科皮フ科クリニック 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤861-6 0466-86-3121 皮、泌
野村クリニック 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤861-6 0466-87-5001 内、循、小



湘南星和クリニック 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤641-14 0466-89-4550 透析
宮本内科消化器科クリニック 252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢611 0466-48-0080 消、内
御所見総合クリニック 252-0825 神奈川県藤沢市獺郷188 0466-47-0543 総合


