
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 診療科目
森岡医院 247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬1497 0467-45-2425 外、胃、肛門
左近允医院 247-0053 神奈川県鎌倉市今泉台4-20-19 0467-45-2450 内、小
たまるクリニック 247-0055 神奈川県鎌倉市小袋谷1-2-2 0467-43-5733 消化器内科
立山医院 247-0055 神奈川県鎌倉市小袋谷1-7-27 0467-48-5733 内、循、
湘南高井内科 247-0055 神奈川県鎌倉市小袋谷1-9-18 高井医療ﾋﾞﾙ1F 0467-45-8180 糖内、腎内
おおふな皮ふ科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-26-22-3F 0467-38-6700 皮膚科
ゆう内科・糖尿病クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-23-26 0467-38-8026 内、糖尿
横井レディースクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-17リオンビル3F 0467-41-0015 産婦
岩田整形クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-17リオンビル 0467-41-1630 整
湘南おおふなクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-25-2 0467-44-1117 泌尿、内、訪問
矢内原医院 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-17-18 0467-44-1188 産科、妊健
大船すばるクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-19-6F 0467-46-0101 心療、精神
たかだ脳神経外科クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-18-32 0467-46-1771 脳外、神
飯野眼科医院 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-19-3F 0467-48-3990 眼
大船内科・消化器内科クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-17-2-２Ｆ 0467-38-8127 内、消化、肝
あいクリニック仲通 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-22-28 0467-38-8312 循、内
しらいわ内科・リウマチクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-11-2F 0467-47-1777 内、リウマチ
大船まえだ皮膚科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船4-17-17 0467-43-1112 皮
しみずこどもクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船4-17-17 0467-46-2255 小
すくすくまことくりにっく 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-25-20 0467-47-3939 小
浜田耳鼻咽喉科医院 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-23-31-2F 0467-46-2336 耳鼻
ほなみクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-23-31-2F 0467-46-2500 消化器外科
クリニック森 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-18-24 0467-40-2500 内、循
しおのいり内科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船3-1-3 ｾｲｼｮｳﾅﾝﾋﾞﾙ4階 0467-42-7640 内、糖内、腎内、循
いろでん内科胃腸科クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-11-10協和ﾋﾞﾙ2F 0467-42-8812 胃、内
花岡内科クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船4-21-25 0467-43-2800 内
高井内科クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-27 日生ﾋﾞﾙ1階 0467-43-5556 内、呼、消、循
田辺整形外科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-18-20 0467-44-5290 リウマチ
大船田園眼科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-18-36 0467-45-0485 内、眼
まつむらファミリークリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-23-31浜田ﾋﾞﾙ3F 0467-45-3335 内、小、婦、外科、訪問
高橋眼科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船3-2-11大船ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ202 0467-46-7882 眼
ハートクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-22-9 湘南大船ﾋﾞﾙ 4階 0467-46-8610 神経、精
山口内科 247-0056 神奈川県鎌倉市大船3-2-11大船ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ301 0467-47-1312 消、呼、内、循
若杉内科クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船6-1-1 松竹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 0467-47-6755 内、腎、リウマチ
信愛クリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-26-10 0467-48-6678 内、消、心
矢内原ウィメンズクリニック 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-29-4F 0467-50-0112 産婦、不妊



さとうクリニック 247-0061 神奈川県鎌倉市台5-8-29 0467-43-5220 内、呼、循、消、精、小
富士見診療所 247-0061 神奈川県鎌倉市台3-9-32 0467-44-0001 内
北鎌倉眼科 247-0062 神奈川県鎌倉市山之内1337-5第1鹿島ﾋﾞﾙ 0467-22-8852 眼
遠藤クリニック 247-0062 神奈川県鎌倉市山ﾉ内512-1 0467-23-2355 内、小
鎌倉内科クリニック 247-0062 神奈川県鎌倉市山之内736 0467-45-5939 内、呼、消、循
深沢皮フ科 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原1-5-17 0467-45-6241 皮
阿部整形外科クリニック 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原2-25-2 0467-46-6070 整、リハ
瀧内科クリニック 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原1-5-12ﾋﾟｭｱ湘南2F 0467-44-1024 内
田川医院 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原2-34-5 0467-44-1657 心、内、小
かまくらクリニック 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原5-1-1 0467-45-4161 内、消
阿部脳神経外科 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原2-25-2 0467-46-6181 外、脳外、放
まり眼科 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原1-5-12-3F 0467-48-0031 眼
道躰クリニック梶原 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原2-34-1 0467-48-3000 外、消外、内、肛門、泌、呼
あいクリニック 247-0071 神奈川県鎌倉市玉縄1-1-5-106 0467-46-1486 内、循、皮、アレルギー
大船睡眠・糖尿病内科 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-1-10-2F 0467-38-7505 内、糖尿、睡眠時無呼吸
福田眼科 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-1-10-2Ｆ 0467-38-8603 眼科
おび内科・漢方クリニック 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-1-10 0467-42-7288 内、漢方
倉岡胃腸科内科 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-6-39 0467-43-1748 内、胃腸
アカラクリニック 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本1343-5 0467-84-9527 内、リウマチ、心療
しみず耳鼻咽喉科クリニック 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-5-11 0467-42-8733 耳
かがみ在宅クリニック 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-21-26-3F 0467-84-7007
土橋医院 247-0073 神奈川県鎌倉市植木-590-9植木ﾋﾞﾙ1F 0467-46-8258 消、内、循
泉水橋とうどうクリニック 248-0001 神奈川県鎌倉市十二所6-1-2F 0467-24-1515 内、小、麻、リハ
高橋耳鼻咽喉科クリニック 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-10-26 0467-24-8780 耳鼻
鎌倉雪ノ下クリニック 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ﾉ下4-1-8 0467-22-0111 内、循
さかい内科・胃腸科クリニック 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ﾉ下3-1-32 0467-23-0015 内、消
とよた医院 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ﾉ下1-9-21ﾄｳｾﾝ鎌倉ﾋﾞﾙ2F  0467-61-2963 外、内、小、胃、肛門
鎌倉内科診療所 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-11-9 0467-22-1728 内、小、呼、リウマチ
鎌倉かまりんヒフクリニック 248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-15-11-2F 0467-25-1255 皮
雪ノ下診療所 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-6-5第2小町ﾋﾞﾙ1F 0467-22-1778 精
蔵並眼科医院 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-12-5 0467-22-2029 眼
中野泌尿器科医院 248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-16-33 0467-23-0332 泌
かまくら泌尿器科 248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-2-3 0467-23-5122 泌
笹川内科クリニック 248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-14-10鎌倉ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲﾋﾞﾙ2F 0467-24-0220 内、消、循、小
足立医院 248-0007 神奈川県鎌倉市大町2-2-4 0467-22-2125 小、内
原皮膚科医院 248-0007 神奈川県鎌倉市大町1-18-15 0467-22-3858 皮
吉岡内科医院 248-0011 神奈川県鎌倉市扇ヶ谷1-9-4 0467-25-5536 循、内



みやじこころクリニック 248-0011 神奈川県鎌倉市扇ｶﾞ谷1-8-1-2F 0467-25-5564 精、心
鎌倉御成町クリニック 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町4-16-2F 0467-61-2525 内、整形、漢方
後藤眼科医院 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町4-40 0467-22-0307 眼
井口内科医院 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町6-9 0467-22-4681 消、内、循、呼
鎌倉西口クリニック 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町-11-1長塚ﾋﾞﾙ4F 0467-22-5657 胃、内、肛門
赤尾耳鼻咽喉科医院 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町5-6 0467-25-3387 耳
鎌倉皮膚科クリニック 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町12-12-3F 0467-25-4112 皮
恩田クリニック 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町7-8-3F 0467-73-7877 精、心
沼田医院 248-0013 神奈川県鎌倉市材木座3-14-17 0467-22-2143 小、内
材木座診療所 248-0013 神奈川県鎌倉市材木座3-16-9 0467-61-2275 外、胃、肛門、内
かまくらファミリークリニック 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-6-21 0467-22-0522 内、小、訪問
藤本小児科医院 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ｶﾞ浜3-11-16 0467-22-0381 小
橋本クリニック 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ｶﾞ浜2-2-40鎌倉KFﾋﾞﾙ2F 0467-22-7226 内、循、胃、整、リハ
由比ガ浜内科クリニック 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ｶﾞ浜3-1-12 0467-23-1780 内、呼、消、循
西井クリニック 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ｶﾞ浜2-16-2 0467-23-3880 内、婦
池田整形外科 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ｶﾞ浜3-1-10 0467-25-6116 整、皮、放
じんの内科クリニック 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ｶﾞ浜3-11-39福地ﾋﾞﾙ1F 0467-60-4866 内、呼、消、循
田中医院 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤-648-4 0467-32-1315 消、呼、循、外、皮、泌、整
ふかさわ消化器内科クリニック 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤52-1 0467-40-0500 消、内
章平クリニック 248-0025 神奈川県鎌倉市七里ｶﾞ浜東3-4-20 0467-31-5554 呼、消、循、内
七里が浜診療所 248-0025 神奈川県鎌倉市七里ｶﾞ浜東3-11-1 0467-38-1290 内、小
ドクターゴン鎌倉診療所 248-0027 神奈川県鎌倉市笛田4-25-2 0467-32-5230 内、外、麻
遠藤内科クリニック 248-0027 神奈川県鎌倉市笛田4-5-1 0467-32-5344 内、呼、婦、皮
おちあい内科循環器科 248-0032 神奈川県鎌倉市津-887 0467-31-6532 循、内
柏木外科胃腸科医院 248-0033 神奈川県鎌倉市腰越字北の谷1171 0467-31-2486 外、胃、肛門、整
腰越中央医院 248-0033 神奈川県鎌倉市腰越4-8-29 0467-32-5511 内、小、皮、産婦
湘南神経科・内科 248-0033 神奈川県鎌倉市腰越4-6-7 0467-33-0605 内、神経、心、精
西鎌倉こどもクリニック 248-0033 神奈川県鎌倉市腰越1179 0467-39-1134 小
長島クリニック 248-0034 神奈川県鎌倉市津西1-10-10-5 0467-33-1717 耳鼻、皮、乳腺
川島整形外科 248-0034 神奈川県鎌倉市津西1-17-44 0467-39-1223 整、リハ、、手の外科
西鎌倉谷野眼科 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-2-20 0467-32-6009 眼
柳川クリニック 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-18-3 0467-33-0857 内、呼、消、循
にしかま耳鼻咽喉科診療所 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-2-10 0467-38-1633 耳
西鎌倉ファミリークリニック 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉1-19-9福地ﾋﾞﾙ 0467-39-3880 内、循、胃、呼、外、小、皮
深沢中央診療所 248-0036 神奈川県鎌倉市手広１－９－３1　　　　　　　　 0467-31-7284 内
天本クリニック 248-0036 神奈川県鎌倉市手広3-14-8-2Ｆ 0467-38-1160 内、消
手広やまうち眼科 248-0036 神奈川県鎌倉市手広3-14-8-3F 0467-38-1212 眼


