
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 診療科目
女性医療クリニックLUNAネクストステージ 231-0861 神奈川県横浜市中区元町1-32-3F 045-680-1226 婦
女性医療クリニックＬＵＮＡ横浜元町 231-0861 神奈川県横浜市中区元町1-32-2F 045-651-6321 婦
みなとみらいケンズクリニック 231-8331 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7医療モール内 045-651-2588 胃、消、漢、循、呼、心療
バース＆レディースクリニック　ソラ 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田2-2-1-2F/3F 045-548-9641 産科、婦人科
朝倉クリニック 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-13-16 045-842-0385 内、整、泌
桜井医院 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 045-842-1690 腎内、内
あまがいメンタルクリニック 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-4-20 045-845-3230 精、神経、心
あしかり内科 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西3-20-44 045-848-0888 内、呼、胃腸
いなばクリニック 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央13-24 045-840-0178 耳、皮、アレ
中央通クリニック 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通13-24 045-843-9927 消、内、呼、循
岩泉産婦人科 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保1-15-10 045-842-3565 産婦
堀越医院 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保2-16-37 045-842-4903 耳、アレルギー、小
栗原医院 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保2-7-19 045-842-9066 内、外、皮
ふれあい内科クリニック 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保1-20-57ｴﾝﾄﾗﾝｽ大久保2F 045-843-3600 消、内、循、呼
ワイズクリニック 233-0008 神奈川県横浜市港南区最戸1-3-16 045-712-0071 消、整、リハ
かず整形外科クリニック 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台3-2-3 045-844-3886 整、リウマチ、リハ
中村眼科 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台3-2-5 045-845-2946 眼
でんぽう皮膚科クリニック 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台1-13-20-3 045-845-8070 皮
下永谷内科・皮フ科 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山1-57-40 045-825-3800 内、呼、循、皮、アレルギー
今井内科クリニック 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山2-1-33日限山開成ﾋﾞﾙ3F 045-845-7022 循、内
湘寿クリニック 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷4-2-30 045-825-5861 内
ないとうクリニック 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷2-28-17 045-828-7110 外、胃、呼、内、循
てらおか内科消化器クリニック 234-0051 神奈川県横浜市港南区日野5-3-4 045-353-5355 内、消化器
みずほクリニック 234-0051 神奈川県横浜市港南区日野7-3-30-2F 045-846-9955 内、訪問
打越・河村眼科 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下2-4-19 045-843-7325 眼
ホームケアクリニック横浜港南 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-17-12 045-832-5433 内、訪問
マキ医院 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台9-22-5 045-835-0707 内、循
たぐち脳神経クリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台6-37-52 045-836-1050 脳、整、神
仲　整形外科 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台7-42-30 045-830-6789 整、リハ
横浜グリーンクリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台4-22-9 045-830-6801 外、心外、循、内
やまさわメンタルクリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ﾋﾞﾙ2F 045-831-1033 精、神経、心
朝倉整形外科医院 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台5-19-6 045-831-6168 整、リハ、皮
堀内整形外科 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台5-6-34 045-831-6911 整、リウマチ
吉田医院 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台7-8-46 045-832-0655 胃、整、内、小
中島整形外科 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台4-7-12 045-832-4184 整、リハ、リウマチ
港南台家光クリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台6-33-35 045-833-0008 内科
黒沢クリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台7-42-30-201 045-833-9632 胃、内
岡田クリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1港南台214ﾋﾞﾙ203 045-834-3333 胃、内、肛門
港南台内科クリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-17-2 045-835-5134 内、糖尿
港南台パークサイドクリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-4-35松田ビル1F 045-836-1688 外、内、整、消、美容
石塚内科ハートクリニック 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台5-23-30-2F 045-831-4976 循、内



医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 診療科目
下斗米医院 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南6-44-22 045-893-5041 内、アレルギー、神内
つながるクリニック 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町665 045-848-2700 内、精神、緩和、外
善利クリニック 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町146-1 045-849-1080 内、皮、外、肛門
きくち内科クリニック 236-0033 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2-20-8 045-785-3222 内、糖
金沢八景駅前ハートクリニック 236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸16-32 THE PLACE 八景5F 045-353-3130 循・内
肥後クリニック 241-0814 神奈川県横浜市旭区中沢2-38-5 045-366-2118 内、循、腎
鳥が丘クリニック 244-0001 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘38-18 045-869-6640 脳外、内
ファミリア在宅クリニック 244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町29-6F 045-870-3686 在宅診療
伊東医院 244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町14 045-881-0037 産婦（産は検診のみ）、小、内
ひかり在宅クリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4111-3F 045-435-5239 訪問、内、外、皮
杉本眼科医院 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-7-B401 045-864-0247 眼
とつか西口クリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4119 045-865-6120 糖内、内、小
いえまさ脳神経外科クリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6005-3-2F 045-869-0881 脳神経、内
とつか西口整形外科 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6005-3-2Ｆ 045-869-3100 整、リハビリ
戸塚西口さとう内科 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6005-3-3Ｆ 045-869-5885 内、腎、糖、内分泌
ゆめクリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6005-3-4Ｆ 045-443-6216 訪問、内、外、皮
若杉診療所 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-7　加藤ビル4階 045-869-5261 内、外
山路整形外科 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4253-1サクラス４01 045-871-3780 整、リハ
開花館クリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-9-4F 045-871-6622 精神、心療
横浜メンタルクリニック・ラピス 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町8ラピス戸塚2-2Ｆ 045-869-0704 心療、精神
横浜戸塚駅前内科 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4018-1-2F 045-871-7770 内、消、内視鏡
内田医院Yこどもクリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町8 ﾗﾋﾟｽ戸塚2ﾋﾞﾙ1F 045-520-8716 小、アレルギー
あいわ内科クリニック 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3002-1 045-881-7800 神内、内
小雀内科医院 244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町1123-2  045-852-2353 内
和田医院 245-0052 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町134-1 045-811-1116 内、小、皮
三宅医院 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1-1-18 045-861-2561 消、外、内、循
戸塚ヒロ眼科 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1-10-46踊場ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ3F 045-869-1311 眼
小泉小児クリニック 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-5-5 045-871-5566 小、アレルギー
汲沢中央診療所 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-29-16 045-881-5572 消内、循、呼、内分泌
吉原整形外科 245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町471-3 045-871-8488 整、リウマチ、リハ、内
なかつじ医院 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿5-33-6 045-392-6768 内、消
原宿接骨院 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-5-34 045-853-3156 整
おたに耳鼻咽喉科 245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿町4-15-7-2F   045-852-7087 耳、アレルギー
さとう内科クリニック 244-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-18-7 045-853-1661 内、小
森クリニック 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町219-1 045-858-5058 胃腸、肛門、外、内
渡辺クリニック 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町210 045-851-3600 脳外、外
東戸塚みどり在宅クリニック 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町523-3マサカビル3-Ａ 045-870-3686 訪問、内、緩和
東戸塚メディカルクリニック 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町539-1スカイBD6F 045-435-9604 内、消化器、外、緩和
聖ローザクリニックタワーズ 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-2ﾀﾜｰｽﾞｼﾃｨﾌｧｰｽﾄ307 045-828-6034 産婦（産は検診のみ）
福田ウイメンズクリニック 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-3 045-825-5525 産婦、不妊
アリスクリニック 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町538-1東戸塚中央ﾋﾞﾙ502 045-827-1212 内、心、皮、リハ



医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 診療科目
にし眼科クリニック 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町517-1 045-828-4107 眼
おおくぼ総合内科クリニック 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町91-1 ﾓﾚﾗ東戸塚3F 045-383-9805 内、消内、心、呼、循
おかもと内科皮膚科クリニック 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町84-1 045-822-3333 内、呼、循、皮、アレルギー
ミズタ整形外科 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町84-1ｹｱﾊｳｽゆうあい4F 045-827-1177 整、リハ
おながファミリー眼科 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1869-1横浜戸塚メディカルビル2F-1045-864-0088 眼
横浜南まほろば診療所 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1883サミット2F 045-866-1551 内、呼吸、訪問、緩和
下倉田ハートクリニック 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田945-1 045-869-0381 循、内
山川医院 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町73 045-881-2409 内、小
藤島内科 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町884-1 045-862-2555 循、内
はっとり泌尿器科・皮フ科クリニック 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町447-1-2F 045-862-5001 泌、皮
平野内科クリニック 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町447-1-1F 045-865-1115 内、呼吸
まとば眼科 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町447-1-2F 045-866-1888 眼
堀口クリニック 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町498-11 045-869-6464 内、呼吸
横浜メンタルクリニック戸塚 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町494-8-5F 045-869-0707 心療、精神
うえの小児科クリニック 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町944-5 KAWARA102 045-869-0311 小、アレルギー
相沢医院 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町651 045-881-0375 内、小
みたに内科循環器科クリニック 245-0000 神奈川県横浜市泉区和泉中央南3-1-66 045-806-5067 内、循
会田クリニック 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園6-2-1 045-811-2883 アレルギー、内、呼、小
緑台クリニック 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園2-6-11 045-813-6333 循、内、消
緑園内科循環器科クリニック 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園5-29-10 045-813-8062 内、循、アレルギー
かずまさ整形外科 245-0004 神奈川県横浜市泉区領家3-2-4-2F 045-810-0123 整、リハ、皮
やよい台内科・皮膚科 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台25-1-201 045-813-5111 内、皮
ともろークリニック 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台55-55 045-810-3005 内、アレルギー、皮、神内
やよい台クリニック 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台51-12 045-812-0908 糖内、内、小
かねむらクリニック 245-0012 神奈川県横浜市泉区中田北2-6-14 045-805-6685 胃、麻酔、内、外、肛門
医療生協　中田診療所 245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東3-3-27 045-802-2840 内、糖内、整
鈴木整形外科 245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東3-2-8 045-804-1155 スポーツ整、整、リハ
斉藤耳鼻咽喉科医院 245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東3-3-11 045-805-3387 耳
ゆり眼科医院 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南3-6-1 　 045-800-3121 眼
應天堂内科中田町クリニック 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南3-6-1-201 　 045-800-3330 内、糖内
小林内科クリニック 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南2-2-2 045-801-2551 循、内
立場整形外科 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-27  045-802-3443 整、消、内、外、小
いずみ中央ひかり眼科 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町3511-9　 045-806-1713 眼
くじらい耳鼻咽喉科医院 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町4058-24 045-801-2060 耳
いずみ野皮ふ科 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町5732-9 光南ﾋﾞﾙ2F 045-804-1210 皮
いずみ野耳鼻咽喉科 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町6206-2 045-805-1790 耳、アレルギー
やまうち内科皮フ科クリニック 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町6206-2-101 045-806-6123 内、アレルギー、皮、リハ
板倉医院 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町1107‐1 045-804-6631 外、消、皮、泌、整
ふくだ小児クリニック 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町938-1 045-805-1020 小、アレルギー、皮
林内科クリニック 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町938-1 045-805-1130 循、呼、消
杉本医院 247-0004 神奈川県横浜市栄区柏陽-20-27 045-891-5417 内、消、循、小



医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 診療科目
和田医院 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町702  045-893-5200 小、内
栄小磯診療所 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間4-10-3 045-893-110 内、外、訪問診療
おれんじクリニック 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間3-45 045-895-5000 内、循
オカノ泌尿器科皮フ科医院 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間5-20-19 045-891-5860 皮、泌
内山小児科医院 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2-31-13 045-892-4090 小
野村医院 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間町5-31-24 045-892-5910 消、リハ、外、整、耳、皮
小笹医院 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2-28-11 045-895-2230 循、内、消、リハ
大船こどもとおとなのクリニック 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2-2-1GRAND SHIP2F 045-390-0189 耳、小耳、内、小、アレルギー
前田医院 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷2-39-8　 045-892-4678 内、胃
木村内科・胃腸内科 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-23-1 045-894-1281 内、消化器、外科
小川整形外科リハビリテーションクリニック 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-5-1 045-443-7011 整形、リハ
本郷台こどもクリニック 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-5-1 045-895-5557 小児、アレルギー
おおご泌尿器科クリニック 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-5-1 045-410-8015 泌尿器
横浜さかえ内科 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-5-1 045-897-5515 内、循環
ヒルサイドクリニック 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷4-9-1 045-479-8275 胃、内、肛門、外
つちだこどもクリニック 247-0008 神奈川県横浜市栄区本郷台3-1番7号 045-893-4176 小、アレルギー
永井眼科医院 247-0008 神奈川県横浜市栄区本郷台3-1-3 045-893-5114 眼
なかのクリニック 247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-53-10-2 045-890-6226 内、循、形成、皮
若竹クリニック　小児科内科 247-0011 神奈川県横浜市栄区元大橋1-27-5 045-891-6900 小、内
ちひろ皮ふ科クリニック 247-0015 神奈川県横浜市栄区中野町27-3 045-897-3777 皮
ひらいで内科クリニック 247-0015 神奈川県横浜市栄区中野町27-8 045-897-5511 内、循、糖、小
吉田こどもクリニック 247-0024 神奈川県横浜市栄区野七里1-4-22 045-891-8888 小、アレルギー、内
本郷台整形外科クリニック 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町1329-11 045-897-5151 整形外科
阿部内科 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町1329-9 045-890-5400 循、内、呼
江口医院 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町1413 045-891-0067 糖内、腎内、内、小


