
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,006.5 平和病院 〒230-0017 一般       106（一般入院）第1790号      平成28年 8月 1日
     鶴医6 横浜市鶴見区東寺尾中台２９－１療養        40（療養入院）第445号       平成24年 4月 1日
     045-581-2211  (045-581-7651) （診療録２）第180号       平成23年 6月 1日
     （事補２）第140号         平成27年 6月 1日
     （急性看補）第126号       平成28年 8月 1日
     （療）第130号             平成24年 4月 1日
     （療養１）第111号         平成23年 6月 1日
     （医療安全２）第208号     平成23年 6月 1日
     （感染防止２）第2号       平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第1号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第144号       平成27年10月 1日
     （地包ケア１）第43号      平成27年11月 1日
     （緩）第13号              平成24年 4月 1日
     （食）第666号             平成23年 6月 1日
     （糖管）第178号           平成24年12月 1日
     （がん疼）第146号         平成23年 6月 1日
     （がん指１）第44号        平成23年 6月 1日
     （がん指２）第1号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第26号        平成27年 4月 1日
     （がん指）第222号         平成23年 6月 1日
     （薬）第326号             平成24年 4月 1日
     （機安１）第150号         平成23年 6月 1日
     （検Ⅰ）第230号           平成23年 6月 1日
     （検Ⅱ）第117号           平成23年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第453号         平成25年 8月 1日
     （外化２）第61号          平成24年 1月 1日
     （菌）第131号             平成23年 6月 1日
     （脳Ⅱ）第291号           平成23年 8月 1日
     （運Ⅰ）第201号           平成26年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第169号           平成23年 6月 1日
     （胃瘻造）第4号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第94号          平成24年 5月 1日
     （輸適）第72号            平成24年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第3号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第38627号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    2010,036.2 医療法人社団育成社　〒230-0012 一般        88（一般入院）第1726号      平成29年10月 1日
     鶴医36 佐々木病院 横浜市鶴見区下末吉１－１３－８ （診療録１）第35号        平成26年 6月 1日
     045-581-3123  （重）第77号              平成 9年 8月 1日
     （医療安全１）第142号     平成24年 2月 1日
     （感染防止１）第18号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第148号         平成24年 6月 1日
     （後発使１）第28号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第156号       平成28年 6月 1日
     （地包ケア１）第55号      平成28年 7月 1日
     （短手１）第54号          平成30年 2月 1日
     （食）第26号              昭和33年10月 1日
     （がん指）第825号         平成24年 6月 1日
     （薬）第383号             平成29年10月 1日
     （在医総管）第1200号      平成21年 5月 1日
     （コン１）第3号           平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第531号         平成26年 4月 1日
     （菌）第154号             平成29年10月 1日
     （脳Ⅲ）第6号             平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第33号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第99号            平成28年 6月 1日
     （自家）第8号             平成27年 5月 1日
     （ペ）第1号               平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第129号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第107号         平成24年11月 1日
     （輸適）第83号            平成24年11月 1日
     （胃瘻造嚥）第89号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第240号         平成30年 1月 1日
     （酸単）第38628号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,073.5 潮田医院 〒230-0041 （１７５）第204号         平成14年 4月 1日
     鶴医73 横浜市鶴見区潮田町３－１３３－
     １
     045-501-4769  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,137.8 東洋製罐グループエン〒230-0001 （１７５）第205号         平成19年10月 1日
     鶴医137 ジニアリング株式会社横浜市鶴見区矢向６－１９－４５
     　健康支援室 045-571-1323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,167.5 山本医院 〒230-0012
     鶴医167 横浜市鶴見区下末吉１－１８－１
     ９
     045-571-3387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,222.8 医療法人社団　片山整〒230-0074 一般        38（一般入院）第1758号      平成28年12月 1日
     鶴医222 形外科記念病院 横浜市鶴見区北寺尾４－１３－１ （食）第271号             昭和50年 1月 1日
     045-581-7137  （運Ⅱ）第218号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第38629号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7010,232.7 小児科佐久間医院 〒230-0076 （時間外２）第2号         平成22年 4月 1日
     鶴医232 横浜市鶴見区馬場町４－３１－１ （１７５）第210号         平成14年 4月 1日
     ５
     045-581-2604  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,235.0 上野小児科内科医院 〒230-0011 （がん指）第939号         平成25年 5月 1日
     鶴医235 横浜市鶴見区上末吉４－８－３ （１７５）第211号         平成14年 4月 1日
     045-571-3684  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,265.7 医療法人社団養心会　〒230-0074 精神       140（精神入院）第2110号      平成29年 1月 1日
     鶴医265 鶴見西井病院 横浜市鶴見区北寺尾３－３－１ （看配）第1286号          平成29年 1月 1日
     045-581-3055  （看補）第1539号          平成29年 1月 1日
     （食）第611号             平成18年11月 1日
     （精）第61号              平成20年 4月 1日
     （デ小）第92号            平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,272.3 田中小児科医院 〒230-0077 （１７５）第214号         平成14年 4月 1日
     鶴医272 横浜市鶴見区東寺尾２－１５－３
     ４
     045-581-2880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,274.9 矢野医院 〒230-0062 （時間外２）第912号       平成24年 4月 1日
     鶴医274 横浜市鶴見区豊岡町１３－３６ （がん指）第918号         平成25年 5月 1日
     045-583-5281  (045-583-5842) （在医総管）第596号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第1号         平成28年 4月 1日
     （１７５）第215号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12010,279.8 汐田総合病院 〒230-0001 一般       153（外来環）第496号         平成25年11月 1日
     (016,279.2) 横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 療養        96（一般入院）第1770号      平成28年10月 1日
     鶴医279 045-574-1011  (045-574-1075) （診療録１）第29号        平成26年 5月 1日
     （事補２）第32号          平成27年 2月 1日
     （急性看補）第7号         平成29年 8月 1日
     （看夜配）第30号          平成29年 8月 1日
     （特施）第93号            平成20年10月 1日
     （療）第43号              平成23年 6月 1日
     （重）第121号             平成23年 7月 1日
     （療養１）第35号          平成24年 8月 1日
     （医療安全１）第86号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第75号      平成27年 3月 1日
     （患サポ）第3号           平成24年 4月 1日
     （総合評価）第1号         平成20年 4月 1日
     （病棟薬１）第78号        平成26年10月 1日
     （データ提）第3号         平成24年10月 1日
     （退支）第96号            平成28年12月 1日
     （認ケア）第37号          平成28年10月 1日
     （回１）第20号            平成26年10月 1日
     （地包ケア１）第47号      平成28年 9月 1日
     （食）第560号             平成13年 4月 1日
     （がん疼）第9号           平成23年 4月 1日
     （がん指３）第24号        平成26年11月 1日
     （トリ）第2号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第1号             平成29年 7月 1日
     （がん指）第413号         平成24年 4月 1日
     （薬）第232号             平成13年 4月 1日
     （機安１）第3号           平成20年 4月 1日
     （医管）第1629号          平成28年 1月 1日
     （在後病）第1号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第89号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第119号           平成24年 3月 1日
     （神経）第98号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第455号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第7号         平成22年 4月 1日
     （外化２）第1号           平成20年 4月 1日
     （菌）第54号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第1号             平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第14号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第3号             平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第67号        平成27年11月 1日
     （集コ）第3号             平成20年 4月 1日
     （歯リハ２）第1号         平成26年 4月 1日
     （手顕微加）第3号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第830号       平成26年 7月 1日
     （脊刺）第35号            平成22年 4月 1日
     （ペ）第2号               平成13年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （早大腸）第57号          平成26年10月 1日
     （胃瘻造）第29号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第80号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第2号             平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第18号        平成27年 4月 1日
     （根切顕微）第62号        平成28年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第58号          平成13年 4月 1日
     （補管）第4351号          平成13年 4月 1日
     （酸単）第38630号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,307.7 梶山診療所 〒230-0072 （支援診３）第1208号      平成29年 4月 1日
     鶴医307 横浜市鶴見区梶山１－１８－９ （がん指）第1107号        平成26年 3月 1日
     045-582-0123  （在医総管）第1634号      平成25年 5月 1日
     （酸単）第38632号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,315.0 藤川耳鼻咽喉科医院 〒230-0001 （１７５）第218号         平成14年 4月 1日
     鶴医315 横浜市鶴見区矢向４－８－７
     045-573-6485  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,318.4 尻手クリニック 〒230-0001
     鶴医318 横浜市鶴見区矢向３－５－４－１
     ０６
     045-573-0775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,322.6 一般社団法人鶴見区医〒230-0051 （小夜１）第53号          平成25年 4月 1日
     鶴医322 師会　鶴見区休日急患横浜市鶴見区鶴見中央３－４－２ （酸単）第38633号         平成29年 4月 1日
     診療所 ２
     045-503-3851  (045-503-4321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,324.2 医療法人社団一灯会　〒230-0076 一般    （時間外２）第1151号      平成26年 4月 1日
     鶴医324 クリニック寺尾 横浜市鶴見区馬場４－４０－１２ （地包加）第51号          平成26年 4月 1日
     045-571-0792  （ニコ）第505号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第490号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第47号          平成22年 6月 1日
     （在医総管）第3号         平成18年 4月 1日
     （酸単）第38634号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,329.1 森山皮膚科 〒230-0015
     鶴医329 横浜市鶴見区寺谷１－３－２　山
     田メディカルビル３０１号
     045-583-2888  (045-583-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,333.3 林医院 〒230-0001 （時間外２）第4号         平成22年 4月 1日
     鶴医333 横浜市鶴見区矢向２－１４－７ （ニコ）第1041号          平成29年 6月 1日
     045-575-2116  （がん指）第945号         平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20010,335.8 村上整形外科 〒230-0062
     鶴医335 横浜市鶴見区豊岡町１８－９
     045-575-1765  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,337.4 尻手診療所 〒230-0001 （がん指）第928号         平成25年 5月 1日
     鶴医337 横浜市鶴見区矢向２－１３－５ （１７５）第221号         平成14年 4月 1日
     045-572-1221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,340.8 医療法人社団千翠会　〒230-0051 （ロー検）第11号          平成25年 3月 1日
     鶴医340 ちぐさ眼科医院 横浜市鶴見区鶴見中央４－１６－ （コン１）第1号           平成28年 4月 1日
     ３トミヤビル４Ｆ
     045-502-0222  (045-504-5757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,341.6 新村医院 〒230-0078
     鶴医341 横浜市鶴見区岸谷１－１０－２４
     045-571-1647  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,342.4 雪吹医院 〒230-0031 （時間外２）第509号       平成22年 4月 1日
     鶴医342 横浜市鶴見区平安町１－３８－４ （がん指）第938号         平成25年 5月 1日
     045-501-3607  （在医総管）第1050号      平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,346.5 小泉整形外科 〒230-0001 （１７５）第222号         平成14年 4月 1日
     鶴医346 横浜市鶴見区矢向５－９－５２
     045-573-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,350.7 医療法人社団千翠会　〒230-0051 （コン１）第2号           平成28年 4月 1日
     鶴医350 第二ちぐさ眼科医院 横浜市鶴見区鶴見中央４－１６－ （酸単）第38635号         平成29年 4月 1日
     ３
     045-502-0222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,355.6 眼科森山クリニック 〒230-0062
     鶴医355 横浜市鶴見区豊岡町２－３－５０
     ２
     045-575-9777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28010,358.0 小原クリニック 〒230-0051 （がん指）第940号         平成25年 5月 1日
     鶴医358 横浜市鶴見区鶴見中央１－３１－
     ２－２１３
     045-511-2411  (045-511-2411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,359.8 北台診療所 〒230-0016 （時間外２）第357号       平成24年 4月 1日
     鶴医359 横浜市鶴見区東寺尾北台７－８ （がん指）第926号         平成25年 5月 1日
     045-581-2144  （在医総管）第5号         平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,365.5 横山皮膚科医院 〒230-0031
     鶴医365 横浜市鶴見区平安町１－３９－５
     045-521-7116  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31010,369.7 医療法人社団　古賀ク〒230-0076 （時間外２）第267号       平成22年 4月 1日
     鶴医369 リニック 横浜市鶴見区馬場７－３０－１ （ニコ）第448号           平成29年 7月 1日
     582-0261      （支援診３）第1376号      平成29年 6月 1日
     （がん指）第42号          平成22年 5月 1日
     （在医総管）第7号         平成18年 4月 1日
     （在総）第1485号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,370.5 佐藤医院 〒230-0002 （ニコ）第298号           平成29年 7月 1日
     鶴医370 横浜市鶴見区江ケ崎町１２－１９ （がん指）第906号         平成25年 5月 1日
     045-571-4893  （在医総管）第1301号      平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,373.9 矢向診療所 〒230-0001
     鶴医373 横浜市鶴見区矢向６－３－２５
     045-581-4218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,375.4 医療法人　平安内科胃〒230-0031
     鶴医375 腸科医院 横浜市鶴見区平安町２－４－８
     045-502-1271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,378.8 さかもと眼科 〒230-0052 （コン１）第6号           平成29年 3月 1日
     鶴医378 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１Ｆ
     045-504-4522  (045-504-4522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,381.2 医療法人社団　北クリ〒230-0038 （支援診３）第2号         平成28年 4月 1日
     鶴医381 ニック 横浜市鶴見区栄町通３－３５－１ （がん指）第910号         平成25年 5月 1日
     ０ （在医総管）第8号         平成18年 4月 1日
     045-501-8575  （在総）第374号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第2号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,382.0 鶴見医療クリニック 〒230-0061 （支援診３）第3号         平成29年 3月 1日
     鶴医382 横浜市鶴見区佃野町３５－１サミ （在医総管）第9号         平成18年 4月 1日
     ットビル （在総）第375号           平成18年 4月 1日
     045-575-0055  （酸単）第38636号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,383.8 医療法人社団鶴昭会　〒230-0077 （がん指）第925号         平成25年 5月 1日
     鶴医383 山崎医院 横浜市鶴見区東寺尾６－３２－１ （１７５）第225号         平成14年 4月 1日
     ５
     045-581-4003  (045-581-4003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,387.9 医療法人　畑整形外科〒230-0022 （運Ⅱ）第8号             平成18年 4月 1日
     鶴医387 横浜市鶴見区市場東中町１１－１
     ８
     045-511-5008  (045-511-5008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   40010,388.7 千歳皮膚科 〒230-0012 （外後発使）第3号         平成28年 4月 1日
     鶴医388 横浜市鶴見区下末吉１－２３－１
     クレール末吉１Ｆ
     045-585-6007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,389.5 医療法人社団福寿会　〒230-0062 （コン１）第7号           平成28年 4月 1日
     鶴医389 福田記念本宮眼科内科横浜市鶴見区豊岡町１７－１９大
     医院 倉ビル２Ｆ
     045-581-4489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,391.1 古谷小児科 〒230-0041
     鶴医391 横浜市鶴見区潮田町２－１１３－
     １
     045-501-9160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,398.6 医療法人社団　慶進会〒230-0023 （外化２）第64号          平成24年 4月 1日
     鶴医398 　慶宮医院 横浜市鶴見区市場西中町２－２
     045-501-5361  (045-501-5361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,400.0 鶴見クリニック 〒230-0062 （がん指）第399号         平成24年 4月 1日
     鶴医400 横浜市鶴見区豊岡町６－９サンワ （在医総管）第10号        平成18年 4月 1日
     イズビル３Ｆ
     045-584-8233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,401.8 豊田医院 〒230-0011 （がん指）第905号         平成25年 5月 1日
     鶴医401 横浜市鶴見区上末吉１－１３－１ （在医総管）第12号        平成18年10月 1日
     ６ （１７５）第226号         平成18年10月 1日
     045-581-7649  (045-581-7649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,402.6 医療法人社団　慶進会〒230-0077
     鶴医402 　東寺尾第２クリニッ横浜市鶴見区東寺尾１－３９－１
     ク ６
     045-582-5610  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,403.4 つるみ眼科 〒230-0051 （外後発使）第4号         平成28年 4月 1日
     鶴医403 横浜市鶴見区鶴見中央４－７－１
     １木曽屋第３ビル１０１号
     045-505-6868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,405.9 医療法人　畑医院 〒230-0023 （時間外２）第974号       平成24年 4月 1日
     鶴医405 横浜市鶴見区市場西中町６－２３ （がん指）第903号         平成25年 5月 1日
     045-501-2019  (045-501-4816) （在医総管）第637号       平成18年 4月 1日
     （１７５）第228号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,407.5 医療法人社団　桜英会〒230-0001 （ニコ）第251号           平成29年 7月 1日
     鶴医407 　さくら診療所 横浜市鶴見区矢向５－４－３４ （がん指）第942号         平成25年 5月 1日
     045-581-6070  (045-581-6070) （在医総管）第11号        平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   50010,408.3 宮川医院 〒230-0074 （がん指）第907号         平成25年 5月 1日
     鶴医408 横浜市鶴見区北寺尾６－７－１９
     045-585-5505  (045-585-6551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,414.1 宮崎整形外科皮フ科 〒230-0051 （運Ⅱ）第9号             平成18年 4月 1日
     鶴医414 横浜市鶴見区鶴見中央４－１４－
     ５キャッスルマンション鶴見１階
     045-506-1771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,415.8 坂本クリニック 〒230-0052 （時間外２）第5号         平成22年 4月 1日
     鶴医415 横浜市鶴見区生麦５－６－２ネオ （ニコ）第126号           平成29年 6月 1日
     マイムステーションスクエア１０ （支援診３）第471号       平成29年 3月 1日
     ２ （がん指）第922号         平成25年 5月 1日
     045-505-0347  (045-505-0349) （在医総管）第14号        平成18年 4月 1日
     （在総）第710号           平成18年 8月 1日
     （酸単）第40406号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,416.6 生麦病院 〒230-0052 一般        41（一般入院）第1301号      平成22年 7月 1日
     鶴医416 横浜市鶴見区生麦１－１４－２１ （診療録２）第196号       平成26年 4月 1日
     045-521-1191  （看補）第816号           平成22年 7月 1日
     （データ提）第106号       平成26年11月 1日
     （食）第150号             平成 8年 6月 1日
     （支援病２）第22号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第699号       平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第456号         平成24年 4月 1日
     （運Ⅲ）第2号             平成18年 4月 1日
     （胃瘻造）第146号         平成27年 6月 1日
     （酸単）第38637号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,418.2 早川医院 〒230-0051 （がん指）第912号         平成25年 5月 1日
     鶴医418 横浜市鶴見区鶴見中央１－８－１
     ０フォンターナ鶴見１Ｆ
     045-501-7070  (045-501-7070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,420.8 熊切産婦人科 〒230-0062 一般        17（時間外１）第134号       平成24年 4月 1日
     鶴医420 横浜市鶴見区豊岡町１０－２ （診入院）第528号         平成26年 4月 1日
     045-571-0211  （ハイ妊娠）第1号         平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第2号           平成18年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第29号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第40386号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,422.4 冨士見クリニック 〒230-0026 （時間外２）第282号       平成22年 4月 1日
     鶴医422 横浜市鶴見区市場富士見町８－８ （ニコ）第665号           平成29年 7月 1日
     045-511-0243  （がん指）第947号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第821号       平成18年 5月 1日
     （酸単）第38639号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   57010,424.0 南武クリニック 〒230-0001 （支援診３）第4号         平成29年 4月 1日
     鶴医424 横浜市鶴見区矢向４－７－２１ラ （がん指）第929号         平成25年 5月 1日
     イオンズビル尻手４０１ （在医総管）第15号        平成18年 4月 1日
     045-571-8806  (045-571-8867) （在総）第376号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58010,426.5 臼井耳鼻咽喉科 〒230-0047
     鶴医426 横浜市鶴見区下野谷町４－１７９
     045-501-6764  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59010,428.1 渡辺医院 〒230-0041 （時間外２）第634号       平成22年 4月 1日
     鶴医428 横浜市鶴見区潮田町３－１３３－ （ニコ）第626号           平成29年 7月 1日
     ２ （がん指）第911号         平成25年 5月 1日
     045-501-6457  (045-501-6979) （在医総管）第16号        平成18年 4月 1日
     （神経）第2号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第757号         平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,429.9 村上医院 〒230-0022
     鶴医429 横浜市鶴見区市場東中町１０－２
     ５
     045-501-7727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61010,430.7 宮野耳鼻咽喉科医院 〒230-0001 （高）第182号             平成20年 4月 1日
     鶴医430 横浜市鶴見区矢向３－３７－５
     045-581-1682  (045-581-1682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,439.8 内科・小児科前広医院〒230-0062 （がん指）第917号         平成25年 5月 1日
     鶴医439 横浜市鶴見区豊岡町１０－７
     045-571-2333  (045-572-9600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,443.0 斉藤内科医院 〒230-0052
     鶴医443 横浜市鶴見区生麦３－８－１１
     045-508-3237  (045-508-3238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,445.5 医療法人社団　望星会〒230-0063 一般        60（障害入院）第1314号      平成30年 3月 1日
     鶴医445 　鶴見西口病院 横浜市鶴見区鶴見１－１２－３１ （特施）第123号           平成30年 3月 1日
     045-581-2573  (045-581-2744) （看補）第1518号          平成30年 3月 1日
     （医療安全２）第199号     平成23年 1月 1日
     （感染防止２）第156号     平成29年 4月 1日
     （認ケア）第87号          平成28年12月 1日
     （食）第301号             平成12年 2月 1日
     （検Ⅰ）第259号           平成29年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第457号         平成24年 4月 1日
     （透析水２）第6号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第120号           平成28年 9月 1日
     （ペ）第146号             平成17年12月 1日
     （大）第80号              平成17年 2月 1日
     （酸単）第38640号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   65010,446.3 にしむら皮フ科形成外〒230-0001
     鶴医446 科 横浜市鶴見区矢向５－６－２２飯
     塚眼科ビル３Ｆ
     045-586-1224  (045-586-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66010,447.1 蘇内科クリニック 〒230-0048 （がん指）第997号         平成25年 5月 1日
     鶴医447 横浜市鶴見区本町通１－６宝屋フ （在医総管）第1194号      平成21年 4月 1日
     ァニチャー貸店舗１Ｆ東側 （酸単）第38641号         平成29年 4月 1日
     045-508-1871  (045-508-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67010,448.9 医療法人　健美会　新〒230-0074
     鶴医448 田耳鼻咽喉科 横浜市鶴見区北寺尾１－１４－８
     045-570-0385  (045-570-0385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68010,450.5 古谷整形外科 〒230-0041 （運Ⅱ）第10号            平成18年 4月 1日
     鶴医450 横浜市鶴見区潮田町２－１１３－
     １
     045-501-6461  (045-505-2663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69010,451.3 うしおだ診療所 〒230-0048 （地包加）第174号         平成26年 4月 1日
     (016,451.7) 横浜市鶴見区本町通１－１６－１ （外来環）第429号         平成24年 6月 1日
     鶴医451 045-521-5147  (045-503-1609) （支援診２）第184号       平成29年 4月 1日
     （医管）第1638号          平成28年 4月 1日
     （か強診）第649号         平成30年 3月 1日
     （歯援診）第478号         平成28年 4月 1日
     （在歯管）第187号         平成28年 7月 1日
     （在医総管）第1549号      平成24年 5月 1日
     （在推進）第1号           平成26年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第931号         平成29年 9月 1日
     （ショ大）第45号          平成24年 6月 1日
     （デ大）第73号            平成24年 6月 1日
     （認デ）第15号            平成24年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2174号      平成27年11月 1日
     （歯技工）第184号         平成24年 6月 1日
     （補管）第6601号          平成24年 6月 1日
     （酸単）第38642号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,453.9 宮本眼科 〒230-0026 （コン１）第9号           平成29年 4月 1日
     鶴医453 横浜市鶴見区市場富士見町８－２
     045-506-5887  (045-506-5887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71010,454.7 川端こどもクリニック〒230-0052 （時間外２）第914号       平成24年 4月 1日
     鶴医454 横浜市鶴見区生麦５－２１－１６ （小か診）第1号           平成28年 4月 1日
     045-505-6670  (045-505-6670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   72010,457.0 大関医院 〒230-0041
     鶴医457 横浜市鶴見区潮田町１－３７
     045-501-4328  (045-501-6309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,458.8 井澤耳鼻咽喉科医院 〒230-0051 （高）第35号              平成14年 5月 1日
     鶴医458 横浜市鶴見区鶴見中央１－２６－
     ３ＦＫビル１Ｆ
     045-502-1380  (045-502-0551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74010,459.6 優美　子供クリニック〒230-0071 （時間外１）第515号       平成28年 4月 1日
     鶴医459 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２武 （小か診）第2号           平成28年 4月 1日
     田メディカルビルディング４Ｆ
     045-576-6226  (045-576-6227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75010,460.4 秋元眼科クリニック 〒230-0071
     鶴医460 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２武
     田メディカルビルディング１Ｆ－
     Ａ
     045-572-7053  (045-572-7053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76010,462.0 神内科 〒230-0001 （がん指）第930号         平成25年 5月 1日
     鶴医462 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健
     ナビメディカルモール２Ｆ
     045-580-2233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77010,465.3 みずの心療内科 〒230-0001
     鶴医465 横浜市鶴見区矢向５－９－２３
     045-431-4272  (045-431-4272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78010,467.9 メイトクリニック鶴見〒230-0062
     鶴医467 横浜市鶴見区豊岡町１８－９エミ
     ネンス日建ビル３０１．３０２号
     室
     045-570-0560  (045-570-0561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79010,468.7 ふくし内科クリニック〒230-0071 （ニコ）第335号           平成29年 6月 1日
     鶴医468 横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０ （がん指）第908号         平成25年 5月 1日
     045-573-7191  (045-573-7191) （在医総管）第19号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80010,471.1 芝山内科 〒230-0025 （時間外２）第511号       平成22年 4月 1日
     鶴医471 横浜市鶴見区市場大和町４－２８ （地包加）第49号          平成26年 4月 1日
     045-501-4379  (045-501-4381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81010,472.9 神経科内科佐藤医院 〒230-0015
     鶴医472 横浜市鶴見区寺谷２－１－１３
     045-581-3356  (045-584-3398)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   82010,473.7 浅川産婦人科医院 〒230-0062 一般        16（時間外１）第91号        平成24年 4月 1日
     鶴医473 横浜市鶴見区豊岡町２２－１５ （診入院）第553号         平成26年 5月 1日
     045-581-3541  (045-575-6232) （ハイ妊娠）第123号       平成28年 4月 1日
     （ハイⅠ）第3号           平成18年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第50号          平成22年 4月 1日
     （１７５）第229号         平成15年 1月 1日
     （酸単）第38643号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83010,474.5 鶴見中央クリニック 〒230-0051 （時間外２）第973号       平成24年 4月 1日
     鶴医474 横浜市鶴見区鶴見中央３－１－２ （地包加）第20号          平成29年 4月 1日
     ７エスバイエルマンション鶴見中 （ニコ）第633号           平成29年 6月 1日
     央１０５ （支援診３）第419号       平成29年 4月 1日
     045-506-5554  (045-502-3335) （がん指）第913号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第20号        平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第788号         平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84010,476.0 飯塚眼科医院 〒230-0001 （コン１）第13号          平成28年 4月 1日
     鶴医476 横浜市鶴見区矢向５－６－２２
     045-586-0801  (045-586-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85010,479.4 ほしの耳鼻咽喉科医院〒230-0026
     鶴医479 横浜市鶴見区市場富士見町１１－
     １７
     045-504-4511  (045-504-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86010,480.2 田原小児科内科医院 〒230-0076
     鶴医480 横浜市鶴見区馬場１－６－３３
     045-581-2693  (045-581-2729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87010,481.0 やしの木クリニック 〒230-0031
     鶴医481 横浜市鶴見区平安町２－２８－１
     ヨコハマアイランドガーデン１Ｆ
     045-500-1184  (045-500-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88010,483.6 川口クリニック 〒230-0051
     鶴医483 横浜市鶴見区鶴見中央１－１５－
     １５
     045-508-0089  (045-508-0096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89010,487.7 ノムラメディカルクリ〒230-0074
     鶴医487 ニック 横浜市鶴見区北寺尾４－２６－３
     １
     045-575-3538  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   90010,489.3 くらた内科クリニック〒230-0062 （ニコ）第65号            平成29年 7月 1日
     鶴医489 横浜市鶴見区豊岡町２－３フーガ （がん指）第919号         平成25年 5月 1日
     ３ビル５０５号室 （酸単）第40399号         平成29年 4月 1日
     045-576-3370  (045-576-3371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91010,494.3 千葉整形外科リウマチ〒230-0062
     鶴医494 科医院 横浜市鶴見区豊岡町７－７
     045-584-0088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92010,495.0 秋山みつる眼科 〒230-0001 （時間外２）第512号       平成22年 4月 1日
     鶴医495 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健 （コン１）第16号          平成29年 4月 1日
     ナビメディカルモール２Ｆ
     045-570-3260  (045-570-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93010,496.8 おおはし整形外科クリ〒230-0001 （運Ⅱ）第517号           平成23年 8月 1日
     鶴医496 ニック 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健
     ナビメディカルモール２Ｆ
     045-580-1154  (045-580-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94010,497.6 石井医院 〒230-0052 （がん指）第923号         平成25年 5月 1日
     鶴医497 横浜市鶴見区生麦５－８－４４ （酸単）第38644号         平成29年 4月 1日
     045-501-5531  (045-501-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95010,498.4 あらた内科医院 〒230-0062 （がん指）第920号         平成25年 5月 1日
     鶴医498 横浜市鶴見区豊岡町７－７鶴見駅 （在医総管）第1128号      平成20年 9月 1日
     西口医療ビル３Ｆ
     045-580-5117  (045-580-5108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96010,499.2 岡本こどもクリニック〒230-0062 （小検）第25号            平成20年 4月 1日
     鶴医499 横浜市鶴見区豊岡町７－７鶴見西 （酸単）第38645号         平成29年 4月 1日
     口医療ビル１Ｆ
     045-570-0377  (045-570-0376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97010,500.7 うしおだ在宅クリニッ〒230-0001 （時間外１）第440号       平成26年 6月 1日
     鶴医500 ク 横浜市鶴見区矢向１－５－２６ （支援診２）第274号       平成29年 4月 1日
     045-570-5112  (045-570-5176) （在医総管）第1794号      平成26年 6月 1日
     （在総）第1486号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98010,503.1 畑耳鼻咽喉科 〒230-0022 （高）第168号             平成18年11月 1日
     鶴医503 横浜市鶴見区市場東中町１１－１
     045-508-1133  (045-504-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99010,504.9 さなだ医院 〒230-0051 （がん指）第124号         平成22年 9月 1日
     鶴医504 横浜市鶴見区鶴見中央４－２－３ （酸単）第38646号         平成29年 4月 1日
     045-501-1117  (045-502-7671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  100010,508.0 豊岡アイクリニック 〒230-0015 （時間外２）第6号         平成22年 4月 1日
     鶴医508 横浜市鶴見区寺谷１－３－２　山 （短手１）第18号          平成19年 5月 1日
     田メディカルビル２０１号室 （コン１）第469号         平成29年 4月 1日
     045-571-5861  (045-573-5130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101010,510.6 さとう内科クリニック〒230-0071 （がん指）第909号         平成25年 5月 1日
     鶴医510 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２　
     武田メディカルビル３０１号
     045-573-5419  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102010,511.4 橋爪医院 〒230-0015 （神経）第137号           平成21年 1月 1日
     鶴医511 横浜市鶴見区寺谷２－１３－７
     045-581-3064  (045-581-4154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  103010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（病初診）第60号          平成26年 1月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50（外来環）第348号         平成22年 2月 1日
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) （歯特連）第42号          平成26年 1月 1日
     （一般入院）第1614号      平成28年10月 1日
     （障害入院）第1297号      平成24年 6月 1日
     （総合１）第1号           平成28年 4月 1日
     （超急性期）第1号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第226号       平成28年 1月 1日
     （事補２）第151号         平成29年 5月 1日
     （急性看補）第10号        平成29年 3月 1日
     （看夜配）第31号          平成28年 4月 1日
     （特施）第107号           平成23年 5月 1日
     （看配）第1218号          平成19年 7月 1日
     （療）第97号              平成29年 2月 1日
     （重）第178号             平成28年10月 1日
     （精応）第4号             平成21年 6月 1日
     （精入学）第10号          平成19年 8月 1日
     （精リエ）第7号           平成25年 2月 1日
     （栄養チ）第16号          平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第95号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第19号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第42号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第30号        平成21年 7月 1日
     （ハイ妊娠）第2号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第49号        平成21年 4月 1日
     （精救急紹介）第4号       平成24年 4月 1日
     （総合評価）第127号       平成28年12月 1日
     （病棟薬１）第60号        平成25年10月 1日
     （病棟薬２）第5号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第31号        平成24年10月 1日
     （退支）第3号             平成28年 6月 1日
     （認ケア）第1号           平成28年 4月 1日
     （精疾診）第10号          平成28年 4月 1日
     （救３）第2号             平成24年 4月 1日
     （救４）第1号             平成28年10月 1日
     （集１）第4号             平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第21号      平成26年11月 1日
     （脳卒中ケア）第21号      平成24年 5月 1日
     （新１）第24号            平成26年 8月 1日
     （新回復）第6号           平成22年 6月 1日
     （小入２）第2号           平成22年 4月 1日
     （精合併）第1号           平成26年 4月 1日
     （食）第617号             平成19年 5月 1日
     （高）第171号             平成19年 3月15日
     （糖管）第1号             平成20年 4月 1日
     （がん疼）第144号         平成23年 7月 1日
     （がん指１）第43号        平成23年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん指２）第23号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第27号        平成27年 4月 1日
     （糖防管）第20号          平成28年 4月 1日
     （小夜２）第7号           平成22年11月 1日
     （トリ）第12号            平成24年 4月 1日
     （放射診）第9号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第223号           平成29年 7月 1日
     （開）第48号              平成22年 1月 1日
     （がん計）第21号          平成25年 5月 1日
     （肝炎）第11号            平成22年 4月 1日
     （薬）第279号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第4号           平成20年 4月 1日
     （機安２）第1号           平成20年 4月 1日
     （医管）第491号           平成19年 3月15日
     （持血測）第14号          平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第25号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第171号           平成19年 3月15日
     （検Ⅳ）第3号             平成22年 4月 1日
     （遺伝カ）第9号           平成25年 1月 1日
     （血内）第26号            平成21年 7月 1日
     （胎心エコ）第4号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第17号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第10号          平成24年 4月 1日
     （長）第11号              平成19年 3月15日
     （神経）第3号             平成20年 4月 1日
     （小検）第23号            平成19年 3月15日
     （誘発）第6号             平成22年 4月 1日
     （画１）第79号            平成21年 6月 1日
     （画２）第121号           平成28年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第532号         平成28年 2月 1日
     （冠動Ｃ）第1号           平成20年 4月 1日
     （外傷Ｃ）第13号          平成27年 7月 1日
     （心臓Ｍ）第1号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第4号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第9号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第95号          平成28年 7月 1日
     （菌）第99号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第22号            平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第87号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第26号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第122号           平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第4号         平成23年 6月 1日
     （認リハ）第5号           平成26年 4月 1日
     （集コ）第4号             平成20年 4月 1日
     （歯リハ２）第2号         平成26年 4月 1日
     （医療保護）第58号        平成19年 7月 1日
     （医処休）第4号           平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （医処外）第4号           平成26年 4月 1日
     （医処深）第4号           平成26年 4月 1日
     （エタ甲）第53号          平成20年 4月 1日
     （エタ副甲）第20号        平成20年 4月 1日
     （透析水２）第125号       平成24年11月 1日
     （肢梢）第58号            平成28年 4月 1日
     （磁膀刺）第5号           平成26年 4月 1日
     （黒セ）第11号            平成24年11月 1日
     （自家）第11号            平成27年10月 1日
     （脊椎摘）第4号           平成28年 3月 1日
     （歯顎移）第2号           平成24年 4月 1日
     （乳セ１）第8号           平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第8号           平成22年 4月 1日
     （乳腫）第7号             平成28年 4月 1日
     （経特）第27号            平成28年 8月 1日
     （カ大弁置）第2号         平成26年 1月 1日
     （経中）第31号            平成19年 8月 1日
     （ペ）第161号             平成19年 3月15日
     （両ペ）第24号            平成20年 1月 1日
     （除）第23号              平成20年 1月 1日
     （両除）第16号            平成20年 8月 1日
     （大）第89号              平成19年 3月15日
     （胆腫）第6号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第19号            平成28年 4月 1日
     （膵石破）第20号          平成28年 9月 1日
     （腹膵切）第36号          平成29年 5月 1日
     （早大腸）第58号          平成26年10月 1日
     （腎）第57号              平成19年 3月15日
     （腹腎支器）第1号         平成28年 4月 1日
     （腹膀）第2号             平成24年 4月 1日
     （腹小膀悪）第3号         平成26年 4月 1日
     （人工尿）第10号          平成29年 5月 1日
     （腹前）第9号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第2号         平成24年11月 1日
     （腹仙骨固）第12号        平成29年 8月 1日
     （腹子）第6号             平成26年 4月 1日
     （医手休）第4号           平成26年 4月 1日
     （医手外）第4号           平成26年 4月 1日
     （医手深）第4号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第130号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第38号          平成22年 2月 1日
     （造設前）第18号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第86号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第143号         平成19年 3月15日
     （麻管Ⅱ）第3号           平成22年 4月 1日
     （放専）第33号            平成19年 7月 1日
     （外放）第1号             平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （高放）第123号           平成20年 1月 1日
     （増線）第20号            平成26年 4月 1日
     （画誘）第14号            平成23年 8月 1日
     （体対策）第4号           平成24年 4月 1日
     （直放）第20号            平成23年 6月 1日
     （病理診１）第48号        平成27年10月 1日
     （口病診１）第9号         平成27年10月 1日
     （先－２５３）第6号       平成29年 5月 1日
     （酸単）第38647号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104010,513.0 医療法人　秋陽記念会〒230-0051 （検Ⅰ）第163号           平成19年 5月 1日
     鶴医513 　あしほ総合クリニッ横浜市鶴見区鶴見中央３－１０ （酸単）第38648号         平成29年 4月 1日
     ク 045-508-3611  (045-508-3612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105010,514.8 小出内科・胃腸科 〒230-0063 （がん指）第941号         平成25年 5月 1日
     鶴医514 横浜市鶴見区鶴見１－１１－１７ （酸単）第38649号         平成29年 4月 1日
     ベルシャムＴＯＫ１階
     045-584-8733  (045-584-8737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106010,515.5 宮下クリニック 〒230-0062 （がん指）第948号         平成25年 5月 1日
     鶴医515 横浜市鶴見区豊岡町３－１７朝日 （在医総管）第2003号      平成28年 6月 1日
     生命鶴見ビル４Ｆ
     045-580-1231  (045-580-1251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107010,517.1 ほしの泌尿器科 〒230-0062 （がん指）第921号         平成25年 5月 1日
     鶴医517 横浜市鶴見区豊岡町２２－１５
     045-489-3705  (045-570-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  108010,519.7 ふれあい鶴見ホスピタ〒230-0077 一般       102（療養入院）第474号       平成29年 7月 1日
     鶴医519 ル 横浜市鶴見区東寺尾４－４－２２療養       108（障害入院）第1299号      平成27年 7月 1日
     045-586-1717  (045-586-1718) （特施）第109号           平成24年10月 1日
     （看補）第1519号          平成27年 7月 1日
     （療）第129号             平成29年 7月 1日
     （療養１）第141号         平成29年 4月 1日
     （感染防止２）第122号     平成26年 6月 1日
     （後発使２）第36号        平成29年 9月 1日
     （退支）第112号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第38号          平成28年10月 1日
     （回２）第48号            平成29年12月 1日
     （食）第664号             平成23年 4月 1日
     （がん疼）第136号         平成23年 4月 1日
     （がん指）第809号         平成24年12月 1日
     （薬）第324号             平成23年 4月 1日
     （機安１）第149号         平成23年 4月 1日
     （検Ⅰ）第227号           平成23年 7月 1日
     （検Ⅱ）第113号           平成23年 7月 1日
     （神経）第224号           平成26年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第533号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第136号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第168号           平成23年 4月 1日
     （透析水１）第210号       平成23年 4月 1日
     （肢梢）第39号            平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第79号          平成26年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第54号        平成26年 5月 1日
     （酸単）第38650号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109010,520.5 安藤内科クリニック 〒230-0001 （ニコ）第396号           平成29年 5月 1日
     鶴医520 横浜市鶴見区矢向５－５－１５ （在医総管）第1187号      平成21年 4月 1日
     045-573-3651  (045-572-7938) （酸単）第38651号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110010,521.3 三島耳鼻咽喉科医院 〒230-0078 （１７５）第3001号        平成21年 1月 1日
     鶴医521 横浜市鶴見区岸谷３－１－１９
     045-571-4605  (045-571-4605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111010,523.9 飯山医院 〒230-0077 （時間外１）第9号         平成24年 4月 1日
     鶴医523 横浜市鶴見区東寺尾５－３－１２ （がん指）第432号         平成24年 5月 1日
     045-582-9755  (045-582-8956) （在医総管）第1261号      平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112010,526.2 医療法人社団　善仁会〒230-0062 （時間外２）第789号       平成22年 7月 1日
     鶴医526 　つるみ腎クリニック横浜市鶴見区豊岡町２０－１６プ （糖管）第264号           平成28年10月 1日
     ラウドフラット鶴見Ⅱ （透析水２）第79号        平成24年 7月 1日
     045-580-1266  (045-580-1273) （肢梢）第130号           平成28年11月 1日
     （酸単）第38652号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  113010,527.0 エミング横浜鶴見クリ〒230-0051 （ニコ）第614号           平成29年 7月 1日
     鶴医527 ニック 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　３
     Ｆ
     045-633-8895  (045-633-8896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114010,528.8 津崎小児科 〒230-0062 （酸単）第40477号         平成29年 4月 1日
     鶴医528 横浜市鶴見区豊岡町３８－３２　
     ウェスチングハウスⅢ　１Ｆ　
     045-583-1211  (045-583-1210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115010,529.6 鶴見循環器クリニック〒230-0051 （在医総管）第1493号      平成24年 3月 1日
     鶴医529 横浜市鶴見区鶴見中央５－４－１ （Ｃ・Ｍ）第403号         平成24年 4月 1日
     ０ベルス・ベイサイド１Ｆ
     045-508-5781  (045-508-5783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116010,530.4 横浜ハビリテーション〒230-0062
     鶴医530 クリニック 横浜市鶴見区豊岡町６－９　サン
     ワイズビル２Ｆ
     045-717-7775  (045-717-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117010,532.0 医療法人　健希会　あ〒230-0001
     鶴医532 いはらクリニック皮フ横浜市鶴見区矢向５－９－２３　
     科形成外科 健ナビメディカルモール３Ｆ
     045-570-4112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118010,534.6 ひまわり皮膚科 〒230-0026
     鶴医534 横浜市鶴見区市場富士見町８－８
     日神パレステージ鶴見市場第２－
     １０１
     045-502-3121  (045-502-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119010,535.3 はぐ組こどもクリニッ〒230-0001 （酸単）第38653号         平成29年 4月 1日
     鶴医535 ク 横浜市鶴見区矢向５－６－２２飯
     塚眼科ビル１０１
     045-717-7220  (045-717-7250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120010,536.1 嶺　整形外科クリニッ〒230-0051 （時間外２）第1054号      平成24年 4月 1日
     鶴医536 ク 横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８ （運Ⅱ）第570号           平成25年 6月 1日
     ドメスティックプラザ鶴見Ⅱ２Ｆ
     045-508-7710  (045-508-7712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  121010,537.9 ほほえみ内科クリニッ〒230-0078 （時間外２）第1055号      平成24年 5月 1日
     鶴医537 ク 横浜市鶴見区岸谷１－２２－２２ （支援診３）第936号       平成29年 3月 1日
     　１Ｆ （在診実１）第155号       平成27年12月 1日
     045-580-0030  (045-580-0031) （がん指）第915号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第1530号      平成24年 5月 1日
     （在総）第1109号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122010,538.7 稲森医院 〒230-0042 （がん指）第456号         平成24年 5月 1日
     鶴医538 横浜市鶴見区仲通１－５８－７－
     １Ｆ
     045-501-3537  (045-501-3583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123010,539.5 耳鼻咽喉科樋口医院 〒230-0062 一般         9（時間外２）第1089号      平成24年 8月 7日
     鶴医539 横浜市鶴見区豊岡町６－７ （診入院）第670号         平成26年 4月 1日
     045-581-3378  (045-575-4097) （高）第258号             平成24年 8月 7日
     （酸単）第38654号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124010,541.1 櫻井医院 〒230-0011 （がん指）第817号         平成24年12月 1日
     鶴医541 横浜市鶴見区上末吉２－１６－２
     ０
     045-581-1928  (045-581-7976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125010,543.7 よこやまメンタルクリ〒230-0051 （認１）第30号            平成25年 5月 1日
     鶴医543 ニック鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３
     矢上屋ビル　３Ｆ
     045-717-5168  (045-717-5183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126010,544.5 京急鶴見新田整形外科〒230-0051 （運Ⅱ）第580号           平成25年 9月 1日
     鶴医544 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３
     矢上屋ビル５・６Ｆ
     045-501-0708  (045-501-0709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127010,545.2 関根内科クリニック 〒230-0051
     鶴医545 横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－
     １９鶴見センタービル４Ｆ
     045-501-2424  (045-501-2426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128010,546.0 横浜鶴見中央眼科 〒230-0051 （コン１）第594号         平成29年 4月 1日
     鶴医546 横浜市鶴見区鶴見中央１－２－４
     ＧＳプラザ鶴見駅前１Ｆ
     045-508-1017  (045-508-1017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129010,548.6 早苗クリニック 〒230-0051 （ニコ）第1002号          平成29年 7月 1日
     鶴医548 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３ （酸単）第38655号         平成29年 4月 1日
     矢上屋ビル４Ｆ
     045-501-1070  (045-501-1071)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  130011,000.7 徳田病院 〒230-0061 一般        60（障害入院）第1313号      平成29年10月 1日
     鶴医1000 横浜市鶴見区佃野町２９－３ （特施）第113号           平成25年11月 1日
     045-571-3933  (045-572-6559) （看補）第1557号          平成29年10月 1日
     （食）第685号             平成25年11月 1日
     （がん指）第1088号        平成25年11月 1日
     （肝炎）第116号           平成25年11月 1日
     （在血液）第13号          平成25年11月 1日
     （透析水２）第159号       平成25年11月 1日
     （酸単）第40394号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131011,001.5 ハートクリニック 〒230-0062 （時間外１）第380号       平成25年12月 1日
     鶴医1001 横浜市鶴見区豊岡町１１－１５　 （がん疼）第258号         平成25年12月 1日
     ＰＡＴＩＯ７－Ａ１０１ （支援診２）第342号       平成28年 4月 1日
     045-580-1021  (045-580-1022) （在緩診実）第22号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1716号      平成25年12月 1日
     （在総）第1245号          平成25年12月 1日
     （在看）第31号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132011,002.3 矢向レディースクリニ〒230-0001 （時間外２）第1137号      平成25年12月 1日
     鶴医1002 ック 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健 （ＨＰＶ）第355号         平成26年 1月 1日
     ナビメディカルモール３Ｆ （酸単）第38656号         平成29年 4月 1日
     045-633-4189  (045-581-4180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133011,004.9 大塚医院 〒230-0003 （支援診３）第1377号      平成29年 6月 1日
     鶴医1004 横浜市鶴見区尻手２－３－５７ （在医総管）第1731号      平成26年 3月 1日
     045-582-1999  (045-633-4099) （在総）第1487号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134011,005.6 鶴見皮ふ科泌尿器科 〒230-0051 （外後発使）第5号         平成28年 4月 1日
     鶴医1005 横浜市鶴見区鶴見中央１－１０－
     １７カパーラ鶴見１０１
     045-501-7181  (045-501-7181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135011,007.2 医療法人社団新穂会　〒230-0051
     鶴医1007 あやめ皮フ科スキンケ横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３
     アクリニック 矢上屋ビル２Ｆ
     045-508-2121  (045-508-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136011,008.0 恵愛内科クリニック 〒230-0071 （がん疼）第268号         平成26年 5月 1日
     鶴医1008 横浜市鶴見区駒岡３－１８－５メ （支援診３）第1102号      平成29年 4月 1日
     ゾンユウユウ１Ｆ （在診実１）第140号       平成27年 6月 1日
     045-834-7339  (045-834-7339) （在医総管）第1760号      平成26年 5月 1日
     （在総）第1283号          平成26年 5月 1日
     （酸単）第38657号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  137011,009.8 まりこの皮フ科 〒230-0062
     鶴医1009 横浜市鶴見区豊岡町３－２８鶴見
     コーリンビル５Ｆ
     045-947-2512  (045-947-2513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138011,010.6 天野クリニック 〒230-0078 （時間外２）第1182号      平成26年 6月 1日
     鶴医1010 横浜市鶴見区岸谷１－１７－７ （ＨＰＶ）第372号         平成26年 6月 1日
     045-581-0082  (045-581-9791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139011,011.4 松澤内科・糖尿病クリ〒230-0077 （時間外２）第1186号      平成26年 6月18日
     鶴医1011 ニック 横浜市鶴見区東寺尾４－１６－１ （ニコ）第1081号          平成29年 7月 1日
     ９
     045-571-0281  (045-571-0817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140011,012.2 医療法人社団友輝会　〒230-0051 （時間外１）第447号       平成26年 8月 1日
     鶴医1012 ひのわクリニック鶴見横浜市鶴見区鶴見中央５－１４－ （地包加）第246号         平成26年 8月 1日
     ２５エミネンス富士小堀ビル１Ｆ （がん疼）第300号         平成27年 4月 1日
     045-717-8321  (045-717-8322) （支援診２）第283号       平成28年 9月 1日
     （在緩診実）第1号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第1259号        平成28年 5月 1日
     （在医総管）第1818号      平成26年 8月 1日
     （在総）第1314号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141011,013.0 きむら記念クリニック〒230-0037 （時間外２）第1195号      平成26年 9月 1日
     鶴医1013 横浜市鶴見区向井町３－７６－１
     ０
     045-501-7400  (045-501-7400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142011,014.8 橋本クリニック 〒230-0015 （時間外２）第1205号      平成26年10月 1日
     鶴医1014 横浜市鶴見区寺谷２－６－１６ （ニコ）第1102号          平成29年 6月 1日
     045-581-7700  (045-581-7701) （支援診３）第1170号      平成29年 3月 1日
     （在医総管）第1835号      平成26年10月 1日
     （在総）第1324号          平成26年10月 1日
     （酸単）第38658号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143011,015.5 小菅医院 〒230-0012
     鶴医1015 横浜市鶴見区下末吉１－２１－２
     ２　１Ｆ
     045-571-4356  (045-585-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144011,016.3 木下眼科 〒230-0051 （コン１）第674号         平成28年11月 1日
     鶴医1016 横浜市鶴見区鶴見中央１－１－２
     シァル鶴見５Ｆ
     045-506-5007  (045-506-5008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  145011,017.1 鶴見中央眼科分院 〒230-0051 （短手１）第45号          平成27年 7月 1日
     鶴医1017 横浜市鶴見区鶴見中央１－４－１ （先１４０）第39号        平成27年 9月 1日
     坂口屋ビル４Ｆ
     045-505-0252  (045-505-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146011,018.9 渡部クリニック 〒230-0051 （ニコ）第1168号          平成29年 7月 1日
     鶴医1018 横浜市鶴見区鶴見中央３－１９－ （がん指）第1216号        平成27年 8月 1日
     １１ココファン横浜鶴見１Ｆ （小検）第95号            平成27年 8月 1日
     045-506-3657  (045-506-3658) （酸単）第38659号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147011,019.7 福村クリニック 〒230-0076
     鶴医1019 横浜市鶴見区馬場３－２２－１２
     045-571-7464  (045-571-7464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148011,020.5 橋本小児科 〒230-0012 （時間外２）第1254号      平成27年 9月 1日
     鶴医1020 横浜市鶴見区下末吉１－２４－１
     ５すみれビル２Ｆ
     045-581-5447  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149011,021.3 めがね橋小児科 〒230-0017
     鶴医1021 横浜市鶴見区東寺尾中台１２－３
     ７
     045-575-4150  (045-575-4160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150011,022.1 さいわい鶴見病院 〒230-0062 一般        60（一般入院）第1808号      平成30年 2月 1日
     鶴医1022 横浜市鶴見区豊岡町２１－１ （診療録２）第241号       平成29年 1月 1日
     045-581-1417  (045-583-1748) （感染防止２）第157号     平成29年 4月 1日
     （総合評価）第132号       平成29年 8月 1日
     （データ提）第162号       平成29年 1月 1日
     （地包ケア１）第71号      平成30年 2月 1日
     （食）第701号             平成27年12月28日
     （がん指）第1276号        平成28年 9月 1日
     （薬）第370号             平成28年 7月 1日
     （検Ⅰ）第264号           平成29年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第864号         平成27年12月28日
     （脳Ⅱ）第396号           平成29年 8月 1日
     （運Ⅰ）第304号           平成29年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第222号           平成29年 8月 1日
     （胃瘻造）第186号         平成29年11月 1日
     （酸単）第38660号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151011,023.9 つるとうクリニック 〒230-0022 （糖管）第258号           平成28年 8月 1日
     鶴医1023 横浜市鶴見区市場東中町８－２１ （がん指）第1240号        平成28年 1月 1日
     －２ （透析水２）第217号       平成28年 1月 1日
     045-834-8660  (045-502-4114) （肢梢）第90号            平成28年 6月 1日
     （酸単）第38661号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  152011,024.7 あさかわ耳鼻咽喉科ク〒230-0051 （酸単）第38662号         平成29年 4月 1日
     鶴医1024 リニック 横浜市鶴見区鶴見中央１－２－１
     　第二日野ビル４Ｆ
     045-716-9402  (045-716-9403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153011,025.4 つるみクローバークリ〒230-0012 （時間外２）第1272号      平成28年 2月 1日
     鶴医1025 ニック 横浜市鶴見区下末吉６－３－２５ （地包加）第283号         平成29年 4月 1日
     　クリニックセンター三ツ池公園 （がん疼）第331号         平成28年 2月 1日
     １０２ （小か診）第47号          平成28年 4月 1日
     045-572-1900  (045-572-1910) （支援診３）第1262号      平成29年 3月 1日
     （在診実１）第161号       平成28年 2月 1日
     （在医総管）第1963号      平成28年 2月 1日
     （在総）第1405号          平成28年 2月 1日
     （在訪褥）第10号          平成28年 2月 1日
     （神経）第253号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154011,026.2 渋谷在宅クリニック 〒230-0063 （支援診２）第382号       平成29年 4月 1日
     鶴医1026 横浜市鶴見区鶴見１－１２－１７ （在医総管）第2004号      平成28年 6月 1日
     　ヒルサイドホームズＦ１１１
     045-581-7757  (045-581-7758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155011,027.0 エムズ皮フ科形成外科〒230-0062
     鶴医1027 クリニック 横浜市鶴見区豊岡町８－１９　ソ
     ピアビルディング１Ｆ
     045-586-1112  (045-586-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156011,028.8 おおいウィメンズクリ〒230-0076 （時間外１）第555号       平成28年10月 1日
     鶴医1028 ニック 横浜市鶴見区馬場７－１６－１４ （診入院）第706号         平成30年 3月 1日
     045-573-3111  (045-571-6818) （ハイ妊娠）第131号       平成29年 7月 1日
     （ＨＰＶ）第426号         平成28年10月 1日
     （酸単）第40435号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157011,029.6 医療法人社団善仁会　〒230-0051 （時間外２）第1320号      平成28年11月 1日
     鶴医1029 つるみ駅前腎クリニッ横浜市鶴見区鶴見中央１－２－１ （糖管）第265号           平成28年11月 1日
     ク 　第二日野ビル６・７Ｆ （透析水２）第229号       平成29年 2月 1日
     045-287-0037  (045-287-0038) （肢梢）第174号           平成29年 2月 1日
     （酸単）第40074号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158011,030.4 鶴見東口やはらクリニ〒230-0051 （時間外２）第1323号      平成28年12月 1日
     鶴医1030 ック 横浜市鶴見区鶴見中央１－１９－ （がん指）第1342号        平成29年 4月 1日
     ４　メディカルプラザＤ鶴見２Ｆ （酸単）第38663号         平成29年 4月 1日
     045-642-3710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159011,031.2 つくのクリニック 〒230-0061 （時間外２）第1328号      平成28年12月 1日
     鶴医1031 横浜市鶴見区佃野町２４－２５ （在医総管）第2058号      平成28年12月 1日
     045-583-1175  （透析水１）第275号       平成28年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  160011,032.0 柄沢医院 〒230-0062 （時間外２）第1338号      平成29年 1月 1日
     鶴医1032 横浜市鶴見区豊岡町２２－１　
     045-581-5469  (045-581-5439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161011,033.8 山田医院 〒230-0015
     鶴医1033 横浜市鶴見区寺谷１－３－２　山
     田メディカルビル１階Ａ号室
     045-581-3387  (045-571-8756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162011,034.6 はしづめクリニック 〒230-0031 （がん指）第1331号        平成29年 1月 1日
     鶴医1034 横浜市鶴見区平安町１－３６－２
     045-500-2133  (645-500-2135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163011,035.3 かわはら整形外科ペイ〒230-0076 （運Ⅱ）第759号           平成30年 1月 1日
     鶴医1035 ンクリニック外科 横浜市鶴見区馬場１－５－２２
     045-585-0777  (045-585-0666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164011,036.1 佐藤眼科医院 〒230-0074 （コン１）第703号         平成29年 7月 1日
     鶴医1036 横浜市鶴見区北寺尾１－４－１４
     045-581-7158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165011,037.9 こばやし内科クリニッ〒230-0077 （ニコ）第1316号          平成29年 9月 1日
     鶴医1037 ク 横浜市鶴見区東寺尾１－３－１２
     　２Ｆ
     045-834-8735  (045-834-8745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166011,038.7 おおたわ消化器内科外〒230-0062
     鶴医1038 科 横浜市鶴見区豊岡町１３－３
     045-581-1691  (045-581-1680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167011,039.5 須田診療所 〒230-0001 （がん指）第1407号        平成30年 2月 8日
     鶴医1039 横浜市鶴見区矢向４－３３－１０ （酸単）第42008号         平成29年 4月 1日
     045-574-2021  (045-574-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168011,040.3 森山病院 〒230-0041 療養        56（療養入院）第477号       平成30年 2月 1日
     鶴医1040 横浜市鶴見区潮田町３－１４５－ （療養２）第127号         平成30年 2月 1日
     ４ （食）第716号             平成30年 2月 1日
     045-501-1479  (045-501-4635) （ニコ）第1341号          平成30年 2月 1日
     （酸単）第42009号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  169020,001.4 社会福祉法人恩賜財団〒221-8601 一般       199（一般入院）第1422号      平成30年 2月 1日
     (026,001.8) 済生会支部神奈川県済横浜市神奈川区富家町６－６ （診療録１）第68号        平成28年 6月 1日
     神医1 生会　神奈川県病院 045-432-1111  (045-432-1119) （事補２）第155号         平成30年 2月 1日
     （急性看補）第179号       平成28年 6月 1日
     （療）第4号               平成30年 2月 1日
     （医療安全１）第135号     平成25年 5月 1日
     （感染防止１）第77号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第205号         平成27年 9月 1日
     （総合評価）第131号       平成29年 4月 1日
     （後発使１）第30号        平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第95号        平成27年11月 1日
     （データ提）第141号       平成27年 6月 1日
     （退支）第4号             平成28年 4月 1日
     （認ケア）第24号          平成29年 6月 1日
     （回１）第11号            平成30年 2月 1日
     （地包ケア１）第42号      平成30年 3月 1日
     （緩）第25号              平成30年 2月 1日
     （短手１）第53号          平成29年10月 1日
     （食）第24号              昭和33年10月 1日
     （糖管）第159号           平成24年 4月 1日
     （がん疼）第20号          平成22年 7月 1日
     （がん指１）第31号        平成22年 7月 1日
     （がん指２）第17号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第42号        平成29年 6月 1日
     （ニコ）第558号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第999号         平成25年 5月 1日
     （肝炎）第14号            平成22年 4月 1日
     （薬）第59号              平成22年 4月 1日
     （地連計）第5号           平成28年 4月 1日
     （機安１）第154号         平成24年 4月 1日
     （支援病３）第37号        平成26年 7月 1日
     （在医総管）第1432号      平成23年 7月 1日
     （検Ⅰ）第207号           平成21年 9月 1日
     （検Ⅱ）第86号            平成21年 9月 1日
     （血内）第42号            平成24年10月 1日
     （ヘッド）第2号           平成24年 4月 1日
     （神経）第147号           平成21年 5月 1日
     （Ｃ気鏡）第26号          平成28年 9月 1日
     （画１）第121号           平成28年 4月 1日
     （画２）第129号           平成28年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第458号         平成28年 8月 1日
     （冠動Ｃ）第86号          平成28年 8月 1日
     （心臓Ｍ）第71号          平成28年 8月 1日
     （乳房Ｍ）第21号          平成28年 9月 1日
     （外化１）第11号          平成26年 4月 1日
     （菌）第73号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第75号            平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （運Ⅰ）第20号            平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第48号            平成28年 4月 1日
     （がんリハ）第44号        平成28年 4月 1日
     （歯リハ２）第4号         平成26年 4月 1日
     （透析水２）第168号       平成26年 4月 1日
     （肢梢）第105号           平成28年 7月 1日
     （歩行ロボ）第1号         平成28年12月 1日
     （ペ）第193号             平成24年10月 1日
     （大）第110号             平成24年10月 1日
     （胃瘻造）第77号          平成26年 5月 1日
     （輸血Ⅱ）第131号         平成28年 7月 1日
     （輸適）第117号           平成28年 7月 1日
     （胃瘻造嚥）第53号        平成26年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第232号         平成28年11月 1日
     （補管）第110号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38664号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170020,006.3 公益財団法人紫雲会　〒221-0801 精神       252（精神入院）第2149号      平成24年10月 1日
     神医6 横浜病院 横浜市神奈川区神大寺３－１－１ （看配）第1280号          平成27年 8月 1日
     ２ （看補）第1482号          平成24年10月 1日
     045-491-2661  （精移行）第12号          平成20年 5月 1日
     （医療安全２）第229号     平成24年 7月 1日
     （精救急受入）第8号       平成24年 4月 1日
     （精急医配）第25号        平成26年 5月 1日
     （精急１）第25号          平成26年 5月 1日
     （精療）第45号            平成26年 4月 1日
     （食）第22号              平成22年 9月 1日
     （ニコ）第1245号          平成29年 7月 1日
     （薬）第264号             平成17年 7月 1日
     （精）第40号              平成11年11月 1日
     （ショ大）第49号          平成26年 1月 1日
     （デ大）第77号            平成26年 1月 1日
     （抗治療）第15号          平成29年 2月 1日
     （医療保護）第70号        平成25年 7月 1日
     （酸単）第38665号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  171020,007.1 古川病院 〒221-0013 一般        49（療養入院）第449号       平成28年 5月 1日
     神医7 横浜市神奈川区子安通２－２８６療養        49（障害入院）第1298号      平成29年 7月 1日
     045-441-3366  (045-441-3395) （診療録２）第247号       平成29年 8月 1日
     （特施）第108号           平成28年 3月 1日
     （療）第136号             平成24年 9月 1日
     （療養１）第115号         平成28年 5月 1日
     （感染防止２）第116号     平成25年11月 1日
     （後発使１）第93号        平成29年 9月 1日
     （データ提）第148号       平成28年 1月 1日
     （退支）第182号           平成26年 5月 1日
     （認ケア）第39号          平成28年10月 1日
     （地包ケア１）第50号      平成28年11月 1日
     （食）第668号             平成23年12月 1日
     （喘管）第82号            平成28年 7月 1日
     （ニコ）第907号           平成29年 5月 1日
     （がん指）第1188号        平成27年 4月 1日
     （支援病２）第36号        平成28年 7月 1日
     （在医総管）第1484号      平成23年12月 1日
     （小検）第88号            平成26年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第459号         平成27年10月 1日
     （脳Ⅱ）第380号           平成29年 3月 1日
     （運Ⅰ）第309号           平成29年11月 1日
     （呼Ⅰ）第196号           平成26年 8月 1日
     （胃瘻造）第15号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第38666号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  172020,022.0 大口東総合病院 〒221-0014 一般       179（一般入院）第1646号      平成28年10月 1日
     神医22 横浜市神奈川区入江２－１９－１ （診療録２）第202号       平成26年 9月 1日
     045-401-2411  （事補１）第42号          平成27年11月 1日
     （急性看補）第5号         平成26年10月 1日
     （看夜配）第25号          平成28年 4月 1日
     （重）第54号              昭和59年12月 1日
     （医療安全２）第128号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第24号      平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第3号         平成21年 4月 1日
     （病棟薬１）第10号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第135号       平成27年 4月 1日
     （退支）第113号           平成24年 4月 1日
     （食）第396号             昭和59年12月 1日
     （がん指）第137号         平成22年11月 1日
     （薬）第150号             平成 8年10月 1日
     （ＨＰＶ）第16号          平成26年 4月 1日
     （神経）第215号           平成25年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第534号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第164号           平成27年 1月 1日
     （運Ⅱ）第636号           平成27年 1月 1日
     （呼Ⅱ）第120号           平成29年 5月 1日
     （腎）第24号              平成 7年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第115号         平成15年 7月 1日
     （酸単）第40365号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173020,033.7 星原医院 〒221-0802
     神医33 横浜市神奈川区六角橋１－１９－
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174020,089.9 志賀小児科診療所 〒221-0811
     神医89 横浜市神奈川区斉藤分町１９
     045-491-9266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175020,152.5 谷口医院 〒221-0013
     神医152 横浜市神奈川区新子安１－２６－
     １８
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176020,185.5 公益財団法人柿葉会　〒221-0043 （時間外１）第11号        平成24年 4月 1日
     神医185 神奈川診療所 横浜市神奈川区新町１５番地の６ （支援診３）第919号       平成29年 4月 1日
     045-441-0225  （がん指）第1299号        平成28年10月 1日
     （在医総管）第850号       平成18年10月 1日
     （検Ⅰ）第136号           平成15年 8月 1日
     （デ小）第3号             平成 4年 9月 1日
     （１７５）第253号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  177020,199.6 これむら医院 〒221-0865 （がん指）第433号         平成24年 5月 1日
     神医199 横浜市神奈川区片倉４－３－７
     045-491-3491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178020,236.6 神奈川区医師会　神奈〒221-0825 （小夜１）第5号           平成16年 4月 1日
     神医236 川休日急患診療所 横浜市神奈川区反町１－８－４ （１７５）第262号         平成14年 4月 1日
     045-317-5474  (045-317-5476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179020,252.3 西菅田クリニック 〒221-0864 （時間外２）第112号       平成22年 4月 1日
     神医252 横浜市神奈川区菅田町４８８　西 （地包加）第35号          平成29年 4月 1日
     菅田団地４－３－１０２ （１７５）第269号         平成14年 4月 1日
     045-472-7711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180020,253.1 箕輪産婦人科医院 〒221-0801 一般         9（診入院）第567号         平成22年 4月 1日
     神医253 横浜市神奈川区神大寺２－１－１ （がん指）第129号         平成22年10月 1日
     ３ （ＨＰＶ）第52号          平成22年 4月 1日
     045-413-6111  （１７５）第1558号        平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181020,260.6 竹村耳鼻咽喉科医院 〒221-0822
     神医260 横浜市神奈川区西神奈川１－７－
     ８寿ビル
     045-324-0087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182020,264.8 大西医院 〒221-0825
     神医264 横浜市神奈川区反町４－２７－１
     ６
     045-324-2121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183020,269.7 原外科胃腸科医院 〒221-0835 （１７５）第272号         平成14年 4月 1日
     神医269 横浜市神奈川区鶴屋町３－２９－ （酸単）第38667号         平成29年 4月 1日
     ４
     312-5550      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184020,275.4 医療法人社団恒心会　〒221-0056 （透析水１）第62号        平成22年 4月 1日
     神医275 横浜中央クリニック 横浜市神奈川区金港町５－１０金 （肢梢）第1号             平成28年 4月 1日
     港ビル８階・９階 （酸単）第38668号         平成29年 4月 1日
     045-453-2800  (045-441-0165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185020,281.2 神奈川県勤労者医療生〒221-0056 （がん指）第949号         平成25年 5月 1日
     神医281 活協同組合港町診療所横浜市神奈川区金港町７－６　港
     湾労働者福祉センター内
     045-453-3673  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186020,283.8 医療法人社団　善仁会〒221-0056 （酸単）第38669号         平成29年 4月 1日
     神医283 　横浜東口ヘルチェッ横浜市神奈川区金港町６－２０
     ククリニック 045-453-2822  (045-453-7379)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  187020,294.5 竹内皮膚科クリニック〒221-0802
     神医294 横浜市神奈川区六角橋１－６－１
     ２
     045-402-2552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188020,300.0 くぼた小児科 〒221-0013
     神医300 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
     045-438-0291  (045-438-0291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189020,304.2 横浜はじめ病院 〒221-0002 一般        42（一般入院）第1819号      平成30年 2月 1日
     神医304 横浜市神奈川区大口通１３０ 療養        43（ヘッド）第50号          平成30年 2月 1日
     045-402-3333  (045-402-3337) （神経）第282号           平成30年 2月 1日
     （脳Ⅲ）第217号           平成30年 2月 1日
     （運Ⅱ）第764号           平成30年 3月 1日
     （酸単）第40396号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190020,308.3 医療法人社団　布川内〒221-0856 （がん指）第887号         平成25年 5月 1日
     神医308 科医院 横浜市神奈川区三ツ沢上町１２－
     ２０
     045-321-7500  (045-321-7882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191020,313.3 医療法人社団　つくし〒221-0831 （時間外２）第239号       平成22年 4月 1日
     神医313 会　川久保診療所 横浜市神奈川区上反町１－６－３ （地包加）第244号         平成28年 9月 1日
     045-322-6110  (045-322-6110) （がん指）第125号         平成22年 9月 1日
     （１７５）第278号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192020,315.8 能勢クリニック 〒221-0835 （がん指）第460号         平成24年 5月 1日
     神医315 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－ （１７５）第280号         平成14年 4月 1日
     １
     045-312-2323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193020,318.2 鈴木小児科医院 〒221-0801 （在医総管）第25号        平成19年 7月 3日
     神医318 横浜市神奈川区神大寺４－８－１ （１７５）第281号         平成19年 7月 3日
     ５ （酸単）第40544号         平成29年 4月 1日
     045-491-4510  (045-491-5689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194020,320.8 伊藤整形外科 〒221-0865 （時間外２）第283号       平成22年 4月 1日
     神医320 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ （運Ⅰ）第206号           平成26年 4月 1日
     Ｒビル２Ｆ
     045-481-2330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195020,324.0 医療法人社団　藤中整〒221-0076 （時間外２）第174号       平成22年 4月 1日
     神医324 形外科 横浜市神奈川区白幡町６－１９パ （運Ⅰ）第282号           平成29年 4月 1日
     レ白楽１階
     045-433-7700  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  196020,327.3 安田眼科医院 〒221-0825 （コン１）第19号          平成28年 5月 1日
     神医327 横浜市神奈川区反町１－６－１２
     リキヘリアンサス１Ｆ
     045-313-2022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197020,330.7 三ッ沢整形外科 〒221-0852 （運Ⅱ）第533号           平成24年 4月 1日
     神医330 横浜市神奈川区三ッ沢下町１１－
     ６
     413-1161      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198020,331.5 医療法人社団のう救会〒221-0863 一般        60（一般入院）第1591号      平成28年12月 1日
     神医331 　脳神経外科東横浜病横浜市神奈川区羽沢町８８８ （診療録２）第222号       平成27年11月 1日
     院 045-383-1121  （事補１）第38号          平成26年 5月 1日
     （急性看補）第183号       平成28年12月 1日
     （療）第50号              平成13年 7月 1日
     （感染防止２）第124号     平成26年 7月 1日
     （脳卒中ケア）第25号      平成28年12月 1日
     （食）第496号             平成 5年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第460号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第352号           平成27年 4月 1日
     （運Ⅰ）第236号           平成27年 4月 1日
     （酸単）第40387号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199020,336.4 田中整形外科 〒221-0065
     神医336 横浜市神奈川区白楽１００－２５
     045-423-8121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200020,338.0 藤江医院 〒221-0812 （がん指）第957号         平成25年 5月 1日
     神医338 横浜市神奈川区平川町２６－２
     045-491-8578  (045-491-8578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201020,339.8 市瀬内科クリニック 〒221-0002
     神医339 横浜市神奈川区大口通３５
     045-432-5321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202020,340.6 岡田眼科医院 〒221-0061 （コン１）第20号          平成29年 3月 1日
     神医340 横浜市神奈川区七島町１６０
     045-433-1383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203020,341.4 末永クリニック 〒221-0061 （がん指）第879号         平成25年 5月 1日
     神医341 横浜市神奈川区七島町１２８
     045-401-1520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204020,345.5 さいとうクリニック 〒221-0825 （在医総管）第1000号      平成19年 9月 1日
     神医345 横浜市神奈川区反町３－２２－４ （デ大）第36号            平成13年 8月 1日
     045-320-2001  (045-323-5755) （デナ）第13号            平成13年 8月 1日
     （精早管）第1号           平成26年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  205020,346.3 川﨑耳鼻咽喉科クリニ〒221-0002 （高）第24号              平成 8年 7月22日
     神医346 ック 横浜市神奈川区大口通１３４－１
     １奥村ビル２階
     045-431-2152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206020,348.9 矢島眼科医院 〒221-0865 （コン１）第21号          平成29年 3月 1日
     神医348 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ （１７５）第283号         平成14年 4月 1日
     Ｒビル３Ｆ
     045-482-1950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207020,349.7 牧クリニック 〒221-0865 （ニコ）第940号           平成29年 7月 1日
     神医349 横浜市神奈川区片倉１－１６－１ （支援診３）第385号       平成29年 4月 1日
     ０ウサミメディカルファインビル （がん指）第871号         平成25年 5月 1日
     ３Ｆ （在医総管）第638号       平成18年 4月 1日
     045-491-7967  （在総）第652号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208020,350.5 くらちクリニック 〒221-0822
     神医350 横浜市神奈川区西神奈川１－１８
     －１１
     045-423-2305  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209020,351.3 井関医院 〒221-0052 （がん指）第873号         平成25年 5月 1日
     神医351 横浜市神奈川区栄町６－１ヨコハ （在医総管）第851号       平成18年10月 1日
     マポートサイドロア弐番館１Ｆ （エタ甲）第52号          平成20年 3月 1日
     045-451-6864  （エタ副甲）第19号        平成20年 3月 1日
     （酸単）第38670号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210020,354.7 コシ産婦人科医院 〒221-0065 一般         8（診入院）第571号         平成29年 9月 1日
     神医354 横浜市神奈川区白楽７１－８ （医療安全２）第215号     平成24年 4月 1日
     045-432-2525  （ハイ妊娠）第4号         平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第29号          平成20年 5月 1日
     （がん指）第1343号        平成29年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第200号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第40405号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211020,355.4 今井医院 〒221-0057 （ニコ）第409号           平成29年 7月 1日
     神医355 横浜市神奈川区青木町５－１２ （支援診２）第243号       平成29年 4月 1日
     045-441-2666  (045-441-2666) （がん指）第869号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第1557号      平成24年 7月 1日
     （在総）第1126号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212020,357.0 楠原診療所 〒221-0044
     神医357 横浜市神奈川区東神奈川２－４３
     －１
     045-453-1451  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  213020,359.6 ねぎしクリニック 〒221-0835
     神医359 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－
     ３伊藤ビル３階
     045-311-9661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214020,365.3 医療法人社団　翠洋会〒221-0015 （時間外２）第892号       平成23年10月 1日
     神医365 　長谷川医院 横浜市神奈川区神之木町９－６ （ニコ）第389号           平成29年 7月 1日
     045-431-1020  (045-434-7034) （がん指）第4号           平成22年 4月 1日
     （在医総管）第29号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第40517号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215020,368.7 たての耳鼻咽喉科 〒221-0835 （高）第65号              平成 8年 2月 1日
     神医368 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－
     ３伊藤ビル３Ｆ
     045-313-3387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216020,370.3 横浜西口眼科 〒221-0835 （時間外１）第78号        平成24年 4月 1日
     神医370 横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－ （コン３）第1号           平成28年 4月 1日
     ２ＴＳプラザビル６Ｆ （外後発使）第131号       平成28年 6月 1日
     045-411-0550  （１７５）第287号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217020,371.1 原医院 〒221-0001 （がん指）第956号         平成25年 5月 1日
     神医371 横浜市神奈川区西寺尾２－２４－
     ２
     045-435-3199  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218020,373.7 医療法人社団　横浜ベ〒221-0856 （１７５）第289号         平成14年 4月 1日
     神医373 イクリニック 横浜市神奈川区三ッ沢上町２－１
     ８
     045-320-2491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219020,375.2 医療法人　長樹会　杉〒221-0065 （がん指）第884号         平成25年 5月 1日
     神医375 浦内科クリニック 横浜市神奈川区白楽１００－５白 （１７５）第290号         平成14年 4月 1日
     楽コミュニティプラザ３階Ｆ号
     045-402-5650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220020,384.4 浜田内科 〒221-0835 （糖管）第3号             平成20年 4月 1日
     神医384 横浜市神奈川区鶴屋町２－１３－ （がん指）第955号         平成25年 5月 1日
     ３渡辺ビル２Ｆ
     045-324-4101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221020,385.1 井上医院 〒221-0852 （がん指）第150号         平成22年11月 1日
     神医385 横浜市神奈川区三ツ沢下町１０－ （電情）第6号             平成28年 7月 1日
     １０ （在医総管）第1384号      平成22年11月 1日
     045-324-2228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  222020,386.9 おおぐり医院 〒221-0061 （支援診３）第9号         平成29年 4月 1日
     神医386 横浜市神奈川区七島町１２７－９ （がん指）第94号          平成22年 7月 1日
     045-430-1105  （在医総管）第31号        平成18年 4月 1日
     （在総）第379号           平成18年 4月 1日
     （１７５）第292号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223020,387.7 新横浜クリニック 〒221-0865 一般        16（診入院）第561号         平成27年12月 1日
     神医387 横浜市神奈川区片倉２－４０－６ （食）第508号             平成 9年 8月 1日
     045-413-1161  （支援診３）第570号       平成29年 3月 1日
     （在診実１）第77号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第32号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第38671号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224020,388.5 しずか耳鼻咽喉科 〒221-0865
     神医388 横浜市神奈川区片倉１－１６－１
     ０ウサミビル２階
     045-491-8770  (045-491-8770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225020,391.9 医療法人社団　若梅会〒221-0077 （ニコ）第263号           平成29年 6月 1日
     神医391 　さかきばらクリニッ横浜市神奈川区白幡向町６－２９ （支援診３）第1378号      平成29年 6月 1日
     ク 045-435-1961  （がん指）第14号          平成22年 4月 1日
     （在医総管）第33号        平成18年 4月 1日
     （在総）第1488号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226020,394.3 村瀬クリニック 〒221-0822
     神医394 横浜市神奈川区西神奈川１－１２
     －７
     045-320-3306  (045-320-3307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227020,395.0 篠原整形外科 〒221-0864 （時間外２）第113号       平成22年 4月 1日
     神医395 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅
     田町メディカルビル
     045-477-4155  (045-476-5665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228020,396.8 小野医院 〒221-0002 （ニコ）第708号           平成29年 6月 1日
     神医396 横浜市神奈川区大口通１３８－８ （がん指）第950号         平成25年 5月 1日
     －２０１
     045-439-4077  (045-439-4078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229020,397.6 仁恵病院 〒221-0013 一般         6（療養入院）第465号       平成28年12月 1日
     神医397 横浜市神奈川区新子安１－２２－介護        24（療養１）第137号         平成28年12月 1日
     １２ （後発使１）第1号         平成28年 4月 1日
     045-431-2020  (045-431-2890) （食）第500号             平成11年 1月 1日
     （ニコ）第325号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第951号         平成25年 5月 1日
     （酸単）第38672号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  230020,398.4 社会福祉法人　和枝福〒221-0825 （１７５）第293号         平成14年 4月 1日
     神医398 祉会　若草診療所 横浜市神奈川区反町１－７－５ （酸単）第38673号         平成29年 4月 1日
     045-320-3231  (045-3206330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231020,399.2 なかきどクリニック 〒221-0046 （支援診３）第450号       平成29年 3月 1日
     神医399 横浜市神奈川区神奈川本町１０－ （がん指）第953号         平成25年 5月 1日
     ４－１０１ （在医総管）第34号        平成18年 4月 1日
     045-453-1553  (045-453-1553) （１７５）第295号         平成14年12月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232020,400.8 村山クリニック 〒221-0002 （がん指）第463号         平成24年 5月 1日
     神医400 横浜市神奈川区大口通７４－１ （透析水２）第15号        平成24年 4月 1日
     045-433-1184  (045-433-6114) （酸単）第38674号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233020,401.6 たかつか内科医院 〒221-0002 （がん指）第959号         平成25年 5月 1日
     神医401 横浜市神奈川区大口通６９－８ （在医総管）第35号        平成28年 4月 1日
     045-432-8382  (045-432-8381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234020,402.4 薩田内科クリニック 〒221-0864 （ニコ）第654号           平成29年 6月 1日
     神医402 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅 （がん指）第405号         平成24年 4月 1日
     田町メディカルビル （在医総管）第36号        平成18年 4月 1日
     045-477-4022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235020,403.2 金子内科 〒221-0865 （１７５）第296号         平成14年 4月 1日
     神医403 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ
     Ｒビル４Ｆ
     045-481-0101  (045-481-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236020,404.0 中村医院 〒221-0065 一般         1（がん指）第6号           平成22年 4月 1日
     神医404 横浜市神奈川区白楽１２１ （在医総管）第795号       平成18年 7月 1日
     045-432-1080  (045-439-1822) （外後発使）第194号       平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237020,406.5 相鉄鶴屋町ビル眼科 〒221-0835 （コン３）第12号          平成28年 6月 1日
     神医406 横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－
     １相鉄岩崎学園ビル２Ｆ
     045-311-1514  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238020,407.3 吉尾耳鼻咽喉科医院 〒221-0822 （高）第245号             平成24年 1月 1日
     神医407 横浜市神奈川区西神奈川３－２－
     １０
     045-491-8329  (045-491-8329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239020,408.1 福永クリニック 〒221-0841 （支援診３）第1379号      平成29年 6月 1日
     神医408 横浜市神奈川区松本町１－３－４ （がん指）第886号         平成25年 5月 1日
     ５ （在医総管）第37号        平成18年 4月 1日
     045-321-6321  (045-321-6321) （在総）第1489号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  240020,410.7 原産科婦人科クリニッ〒221-0802 （時間外１）第13号        平成24年 4月 1日
     神医410 ク 横浜市神奈川区六角橋１－３０－ （診入院）第593号         平成26年 9月 1日
     ４ （ＨＰＶ）第204号         平成22年 4月 1日
     045-401-9511  (045-435-3489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241020,414.9 三ツ沢眼科 〒221-0852 （コン１）第24号          平成29年 3月 1日
     神医414 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－
     ７ジュネス三ツ沢３ビル３Ｆ
     045-317-3335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242020,417.2 医療法人社団　二木会〒221-0835
     神医417 　横浜形成外科 横浜市神奈川区鶴屋町２－１１－
     ３ＫＭビル１Ｆ
     045-290-3810  (045-290-3821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243020,421.4 中山眼科 〒221-0864 （コン１）第25号          平成28年 4月 1日
     神医421 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅
     田町メディカルビル３Ｆ
     045-477-4110  (045-476-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244020,422.2 野村皮膚科医院 〒221-0825 （時間外２）第114号       平成22年 4月 1日
     神医422 横浜市神奈川区反町４－２７－１ （糖管）第2号             平成20年 4月 1日
     ４チャリオタワー２Ｆ
     045-328-1377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245020,424.8 医療法人　清貴会　斎〒221-0802 （時間外２）第10号        平成22年 4月 1日
     神医424 田医院 横浜市神奈川区六角橋１－４－３ （ニコ）第127号           平成29年 6月 1日
     045-432-2251  (045-431-3399) （がん指）第889号         平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246020,425.5 まつしま内科クリニッ〒221-0822 （ニコ）第996号           平成29年 7月 1日
     神医425 ク 横浜市神奈川区西神奈川１－５－ （支援診３）第1052号      平成29年 3月 1日
     ２ナイスアーバン東神奈川１Ｆ （がん指）第1073号        平成25年 8月 2日
     045-324-3480  (045-324-3481) （在医総管）第1691号      平成25年 8月 2日
     （在総）第1223号          平成25年 8月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247020,428.9 神大寺クリニック 〒221-0801 （時間外１）第135号       平成24年 4月 1日
     神医428 横浜市神奈川区神大寺４－１－５ （がん指）第462号         平成24年 5月 1日
     カヤギヤビル１Ｆ （在医総管）第40号        平成18年 4月 1日
     045-413-7257  (045-413-7258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248020,429.7 にわメディカルクリニ〒221-0001 （ニコ）第402号           平成29年 6月 1日
     神医429 ック 横浜市神奈川区西寺尾１－２８－ （がん指）第882号         平成25年 5月 1日
     １ （在医総管）第639号       平成18年 4月 1日
     045-401-1237  (045-434-8016) （神経）第4号             平成20年 4月 1日
     （酸単）第38675号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  249020,431.3 有田内科クリニック 〒221-0003 （時間外２）第9号         平成22年 4月 1日
     神医431 横浜市神奈川区大口仲町６０－１ （支援診３）第663号       平成29年 3月 1日
     グレース塩谷１Ｆ （がん指）第870号         平成25年 5月 1日
     045-423-8813  (045-423-8803) （在医総管）第1111号      平成20年 7月 1日
     （在総）第858号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250020,432.1 にしかわ医院 〒221-0852 （ニコ）第300号           平成29年 6月 1日
     神医432 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－ （支援診３）第15号        平成29年 3月 1日
     ７三ツ沢クリニックプラザ２Ｆ （在医総管）第42号        平成18年 4月 1日
     045-290-8188  (045-290-8199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251020,434.7 横浜呼吸器クリニック〒221-0835 一般         5（診入院）第545号         平成22年 4月 1日
     神医434 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－ （１７５）第304号         平成15年 1月 1日
     １谷川ビル２Ｆ
     045-317-6005  (045-317-6008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252020,435.4 吉尾クリニック 〒221-0822 （がん指）第881号         平成25年 5月 1日
     神医435 横浜市神奈川区西神奈川２－６－ （在医総管）第43号        平成18年 4月 1日
     ８ （１７５）第298号         平成15年 1月 1日
     045-433-3133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253020,436.2 ひまわりクリニック 〒221-0825 （がん指）第877号         平成25年 5月 1日
     神医436 横浜市神奈川区反町３－２３－２ （在医総管）第997号       平成19年 9月 1日
     045-320-2002  (045-320-2022) （ＨＰＶ）第53号          平成22年 4月 1日
     （デ大）第38号            平成15年 5月 1日
     （デナ）第14号            平成15年 5月 1日
     （１７５）第301号         平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254020,438.8 オルト横浜クリニック〒221-0013 （時間外２）第1068号      平成24年 6月 1日
     神医438 横浜市神奈川区新子安１－２－４ （地包加）第204号         平成26年 4月 1日
     オルトヨコハマビジネスセンター （ニコ）第462号           平成29年 7月 1日
     １Ｆ （がん指）第874号         平成25年 5月 1日
     045-438-0610  (045-438-0611) （在医総管）第1206号      平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255020,439.6 神之木クリニック 〒221-0001 （がん指）第883号         平成25年 5月 1日
     神医439 横浜市神奈川区西寺尾３－２５－ （在医総管）第822号       平成18年 8月 1日
     １９ラ・クラッセ西寺尾４Ｆ （外後発使）第167号       平成28年 6月 1日
     045-435-0113  (045-435-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256020,440.4 石井整形外科 〒221-0822 （運Ⅱ）第13号            平成18年 4月 1日
     神医440 横浜市神奈川区西神奈川１－１３
     －１２西神奈川アーバンビル２Ｆ
     045-317-8666  (045-317-8667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257020,446.1 新横浜南クリニック 〒221-0864 （在医総管）第44号        平成18年 4月 1日
     神医446 横浜市神奈川区菅田町６５６－１
     045-478-3706  (045-478-3716)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  258020,448.7 ココ皮フ科 〒221-0044
     神医448 横浜市神奈川区東神奈川１－２９
     シァルプラット東神奈川　４Ｆ
     045-548-6555  (045-548-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259020,451.1 神奈川脳神経外科クリ〒221-0822 （神経）第5号             平成20年 4月 1日
     神医451 ニック 横浜市神奈川区西神奈川１－２０ （Ｃ・Ｍ）第782号         平成26年 2月 1日
     －７ビューサイト横浜２Ｆ （脳Ⅲ）第8号             平成20年 4月 1日
     045-433-7773  (045-433-3738) （運Ⅱ）第405号           平成20年 5月 1日
     （酸単）第38676号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260020,452.9 神奈川レディースクリ〒221-0822 （時間外２）第834号       平成22年 8月20日
     神医452 ニック 横浜市神奈川区西神奈川１－１１ （ＨＰＶ）第281号         平成26年 4月 1日
     －５　ＡＲＴＶＩＳＴＡ横浜ビル （酸単）第40379号         平成29年 4月 1日
     　６Ｆ　
     045-290-8666  (045-290-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261020,453.7 わたなべ眼科 〒221-0822 （コン１）第27号          平成28年 4月 1日
     神医453 横浜市神奈川区西神奈川２－５－ （外後発使）第6号         平成28年 4月 1日
     ５　１Ｆ
     045-488-5151  (045-413-5585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262020,454.5 ごとう整形外科 〒221-0822
     神医454 横浜市神奈川区西神奈川３－１７
     －１１－１
     045-432-8116  (045-432-8115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263020,459.4 よぎクリニック 〒221-0835 （がん指）第996号         平成25年 5月 1日
     神医459 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－
     １
     045-317-3808  (045-317-3808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264020,462.8 東神奈川クリニック 〒221-0822 （在医総管）第1920号      平成27年10月 1日
     神医462 横浜市神奈川区西神奈川１－１３
     －１２
     045-321-0017  (045-321-0019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265020,463.6 クオーレ医院 〒221-0841
     神医463 横浜市神奈川区松本町６－４５－
     ４市川ビル２０２
     045-322-3362  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266020,464.4 新子安くにみ整形外科〒221-0013 （運Ⅱ）第14号            平成18年 4月 1日
     神医464 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
     045-438-0211  (045-438-0220)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  267020,465.1 名倉内科クリニック 〒221-0865 （在医総管）第46号        平成18年 4月 1日
     神医465 横浜市神奈川区片倉４－３－２４
     新横浜ミユキマンション１Ｆ
     045-413-2813  (045-413-2812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268020,468.5 渡辺皮フ科クリニック〒221-0865
     神医468 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ
     Ｒビル　１Ｆ
     045-491-9867  (045-491-9867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269020,470.1 医療法人社団　銀杏会〒221-0831 （がん指）第151号         平成23年 1月 1日
     神医470 　中村胃腸科内科医院横浜市神奈川区上反町２－１６－ （酸単）第40578号         平成29年 4月 1日
     ５
     045-321-7657  (045-323-2237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270020,471.9 吉野整形外科 〒221-0002 （外化２）第18号          平成20年 4月 1日
     神医471 横浜市神奈川区大口通５６－５大 （運Ⅱ）第394号           平成20年 1月 1日
     口メディカルセンター１Ｆ
     045-431-0111  (045-431-0116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271020,473.5 朝日内科クリニック 〒221-0802 （ニコ）第467号           平成29年 6月 1日
     神医473 横浜市神奈川区六角橋１－６－１ （がん指）第37号          平成22年 5月 1日
     ４白楽メディカルセンター２Ｆ （在医総管）第1221号      平成21年 6月 1日
     045-439-3788  (045-439-3780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272020,478.4 大口眼科クリニック 〒221-0002 （コン１）第26号          平成28年 4月 1日
     神医478 横浜市神奈川区大口通５６－５大
     口メディカルセンター２Ｆ
     045-439-6007  (045-439-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273020,479.2 ヤマダレディースクリ〒221-0823
     神医479 ニック 横浜市神奈川区二ツ谷町６－３雷
     鳴堂ビル３０１
     045-987-2811  (045-987-2811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274020,481.8 くろたき耳鼻咽喉科 〒221-0802
     神医481 横浜市神奈川区六角橋５－３－１
     ０
     045-481-8976  (045-481-8976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275020,483.4 高橋眼科医院 〒221-0822 （ロー検）第8号           平成24年 7月 1日
     神医483 横浜市神奈川区西神奈川３－１７ （コン１）第28号          平成28年 4月 1日
     －１１　ファーストヒルズビル２
     階
     045-439-1131  (045-439-1130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  276020,486.7 メンタルクリニック　〒221-0045
     神医486 よこはま 横浜市神奈川区神奈川２－１８－
     １８　アイランドパレス東神奈川
     ３０３
     045-450-8988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277020,487.5 大口公園クリニック 〒221-0003 （がん指）第1133号        平成26年 5月 1日
     神医487 横浜市神奈川区大口仲町１５－２ （在医総管）第1778号      平成26年 5月 1日
     045-642-7249  (045-642-7249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278020,488.3 神戸医院 〒221-0802 （ニコ）第884号           平成29年 7月 1日
     神医488 横浜市神奈川区六角橋４－１－１ （支援診３）第962号       平成29年 4月 1日
     045-491-0137  (045-491-0136) （在診実１）第110号       平成26年 9月 1日
     （がん指）第878号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第1569号      平成24年 7月 1日
     （在総）第1137号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279020,489.1 にわ皮膚科クリニック〒221-0001
     神医489 横浜市神奈川区西寺尾１－２５－
     ２０マーサ西寺尾Ⅰ　２０２号
     045-430-4456  (045-430-4457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280020,492.5 新横浜リハビリテーシ〒221-0864 療養       126（医療安全２）第133号     平成22年 4月 1日
     神医492 ョン病院 横浜市神奈川区菅田町２６２８－ （感染防止２）第6号       平成24年 4月 1日
     ４ （退支）第213号           平成28年 7月 1日
     045-474-5511  (045-474-6700) （認ケア）第18号          平成28年 7月 1日
     （回１）第6号             平成26年10月 1日
     （食）第624号             平成19年12月 1日
     （薬）第284号             平成19年12月 1日
     （遠画）第10号            平成20年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第461号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第92号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第16号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第132号           平成24年 4月 1日
     （集コ）第6号             平成20年 4月 1日
     （酸単）第38677号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281020,493.3 中村医院 〒221-0002 （在医総管）第27号        平成20年 1月 1日
     神医493 横浜市神奈川区大口通１３５－１
     ４
     045-401-3140  (045-401-3140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282020,495.8 小児療育相談センター〒221-0822 （ロー検）第2号           平成24年 4月 1日
     神医495 青い鳥診療所 横浜市神奈川区西神奈川１－９－ （デ小）第67号            平成20年 4月 1日
     １
     045-321-1721  (045-321-3037)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  283020,496.6 横浜心療クリニック 〒221-0835
     神医496 横浜市神奈川区鶴屋町３－２８－
     ５山本ビル２Ｆ
     045-311-9565  (045-311-9566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284020,497.4 日産自動車健康保険組〒221-0013 （ＨＰＶ）第32号          平成22年 4月 1日
     神医497 合　日産メディカル 横浜市神奈川区新子安１－３７－ （Ｃ・Ｍ）第716号         平成25年 8月 1日
     １
     045-421-8741  (045-421-8743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285020,498.2 反町耳鼻咽喉科 〒221-0825 （高）第193号             平成21年 1月 1日
     神医498 横浜市神奈川区反町４－２７－１
     ６スリーハーツビル２階
     045-317-4187  (045-317-4186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286020,503.9 コーウェルクリニック〒221-0835
     神医503 横浜 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－
     ９
     045-313-9919  (045-313-9919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287020,505.4 いわた内科クリニック〒221-0823 （ニコ）第522号           平成29年 5月 1日
     神医505 横浜市神奈川区二ッ谷町６－３雷 （支援診３）第855号       平成29年 1月 1日
     鳴堂ビル２Ｆ （がん指）第885号         平成25年 5月 1日
     045-317-8166  (045-317-8167) （在医総管）第1267号      平成21年11月 1日
     （在総）第1029号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288020,508.8 上田クリニック 〒221-0842 （神経）第154号           平成21年12月 1日
     神医508 横浜市神奈川区泉町６－１中央ビ
     ル黒川　２Ｆ
     045-312-1212  (045-312-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289020,510.4 はくらく耳鼻咽喉科・〒221-0802 （高）第207号             平成22年 3月 1日
     神医510 アレルギー科クリニッ横浜市神奈川区六角橋１－６－１
     ク ４　３Ｆ
     045-633-1984  (045-633-1985)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290020,511.2 みつざわ耳鼻咽喉科・〒221-0852
     神医511 アレルギー科 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４Ｆ
     045-290-4137  (045-290-4137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291020,512.0 杉田クリニック 〒221-0042 （在医総管）第1921号      平成27年10月 1日
     神医512 横浜市神奈川区浦島町４－１
     045-450-5550  (045-450-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  292020,513.8 新子安こころのクリニ〒221-0013
     神医513 ック 横浜市神奈川区新子安１－９－１
     ７東陽ビル１Ｆ－２０２
     045-423-6886  (045-633-8675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293020,514.6 医療法人社団じあい会〒221-0835 （遠画）第25号            平成22年 3月 1日
     神医514 　メディカルスキャニ横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－ （Ｃ・Ｍ）第667号         平成24年 4月 1日
     ング横浜クリニック １３第２安田ビル１Ｆ
     045-328-3868  (045-328-3867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294020,515.3 医療法人社団　久遠会〒221-0865 （がん疼）第263号         平成26年 2月 1日
     神医515 　福澤クリニック 横浜市神奈川区片倉１－９－３ま （ニコ）第776号           平成29年 5月 1日
     るあビル１Ｆ （支援診２）第244号       平成29年 4月 1日
     045-488-5123  （がん指）第46号          平成22年 4月 1日
     （在医総管）第1332号      平成22年 4月 1日
     （在総）第991号           平成22年 4月 1日
     （在看）第37号            平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295020,516.1 医療法人社団つくし会〒221-0825 （時間外２）第755号       平成22年 6月 1日
     神医516 　反町駅前内科皮膚科横浜市神奈川区反町３－１８－２ （ニコ）第588号           平成29年 7月 1日
     スタイリオ横浜反町２Ｆ （在医総管）第1410号      平成23年 5月 1日
     045-321-2032  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296020,517.9 東神奈川駅ビル内科・〒221-0044 （時間外２）第739号       平成22年 5月 1日
     神医517 泌尿器科 横浜市神奈川区東神奈川１－２９ （支援診３）第922号       平成29年 3月 1日
     －１０１ （がん指）第989号         平成25年 5月 1日
     045-548-3414  (045-548-3414) （在医総管）第1323号      平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297020,518.7 西神奈川ヘルスケアク〒221-0822 （支援診２）第245号       平成29年 4月 1日
     神医518 リニック 横浜市神奈川区西神奈川２－６－ （がん指）第954号         平成25年 5月 1日
     １第一暘ビル１Ｆ　０００１Ａ （在医総管）第1359号      平成22年 8月 1日
     045-430-3530  (045-430-3539) （在総）第1052号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298020,519.5 たわらクリニック 〒221-0835
     神医519 横浜市神奈川区鶴屋町２－１０－
     ５ＹＴ１０ビル５Ｆ
     045-410-3341  (045-410-3342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299020,520.3 山川皮ふ科 〒221-0002
     神医520 横浜市神奈川区大口通５７－２ト
     ップアングルビル２Ｆ
     045-432-1107  (045-432-1307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300020,522.9 横浜西口菅原皮膚科 〒221-0835
     神医522 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－
     １　谷川ビル３Ｆ
     045-324-1281  (045-324-1281)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  301020,523.7 くにひろクリニック 〒221-0002 （ニコ）第730号           平成29年 7月 1日
     神医523 横浜市神奈川区大口通５６－５　 （がん指）第165号         平成23年 1月 1日
     大口メディカルセンター２Ｆ （ＨＰＶ）第288号         平成23年 1月 1日
     045-432-8877  (045-432-8726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302020,524.5 神奈川ウィメンズクリ〒221-0822 （ＨＰＶ）第298号         平成26年 4月 1日
     神医524 ニック 横浜市神奈川区西神奈川１－２０ （酸単）第40378号         平成29年 4月 1日
     －７　ビューサイト横浜４Ｆ
     045-431-5000  (045-431-5177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303020,525.2 小川橋医院 〒221-0864 （ニコ）第771号           平成29年 7月 1日
     神医525 横浜市神奈川区菅田町９１０－３
     045-473-5531  (045-471-4113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304020,527.8 第２高橋眼科医院 〒221-0822
     神医527 横浜市神奈川区西神奈川３－５－
     １　ネオマイム横濱白楽１階
     045-488-5335  (045-488-5336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305020,528.6 あびこ消化器内科クリ〒221-0057 （がん疼）第171号         平成24年 4月 1日
     神医528 ニック 横浜市神奈川区青木町６－１５ （支援診３）第924号       平成29年 3月 1日
     045-441-7701  (045-620-0789) （がん指）第958号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第1441号      平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306020,529.4 東神奈川診療所 〒221-0044
     神医529 横浜市神奈川区東神奈川１－２９
     　ＣＩＡＬＰＬＡＴ東神奈川４０
     ２
     045-450-1551  (045-450-1552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307020,530.2 医療法人社団　北星会〒221-0835
     神医530 　よこはま北星クリニ横浜市神奈川区鶴屋町２－１１－
     ック ３　ＫＭビル３Ｆ
     045-311-0018  (045-311-0081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308020,535.1 岸内科医院 〒221-0802 （支援診３）第1284号      平成28年 5月 1日
     神医535 横浜市神奈川区六角橋１－２４－ （在医総管）第1994号      平成28年 5月 1日
     ３橘コーポ１Ｆ
     045-642-3420  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309020,536.9 まつうら小児科・内科〒221-0851 （がん指）第1204号        平成27年 6月 1日
     神医536 横浜市神奈川区三ツ沢中町８－６
     045-321-3171  (045-321-1648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  310020,537.7 医療法人社団　ビバリ〒221-0055 （ニコ）第874号           平成29年 7月 1日
     神医537 ータ　ポートサイド女横浜市神奈川区大野町１－２５　 （在医総管）第1591号      平成24年12月 1日
     性総合クリニック 横浜ポートサイドプレイス３Ｆ （ＨＰＶ）第324号         平成26年 6月 1日
     045-440-5567  (045-440-5568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311020,540.1 医療法人社団ニューロ〒221-0056 （神経）第208号           平成24年11月 1日
     神医540 アソシエイツ　横浜脳横浜市神奈川区金港町３－１コン （Ｃ・Ｍ）第726号         平成24年11月 1日
     神経内科 カード横浜１Ｆ
     045-620-8920  (045-620-8921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312020,541.9 的野ウィメンズクリニ〒221-0802 （ＨＰＶ）第334号         平成24年12月 1日
     神医541 ック 横浜市神奈川区六角橋１－６－１
     ４　白楽メディカルセンター４Ｆ
     045-435-1107  (045-435-1108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313020,542.7 医療法人社団桐藤会　〒221-0832 （ニコ）第988号           平成29年 7月 1日
     神医542 佐藤内科診療所 横浜市神奈川区桐畑８－３ （がん指）第1055号        平成25年 6月 1日
     045-323-3870  (045-321-5686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314021,000.5 医療法人社団プラス会〒221-0056
     神医1000 　赤井クリニックスキ横浜市神奈川区金港町５－１４ク
     ンケア アドリフォリオ４Ｆ
     045-620-5745  (045-620-5747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315021,001.3 いまに内科クリニック〒221-0865 （ニコ）第1010号          平成29年 6月 1日
     神医1001 横浜市神奈川区片倉２－１－２１
     大石医療ビル２Ｆ
     045-488-3737  (045-488-3739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316021,003.9 横浜ソーワクリニック〒221-0056 （ニコ）第1018号          平成29年 6月 1日
     神医1003 横浜市神奈川区金港町３－１コン （Ｃ・Ｍ）第785号         平成26年 1月 1日
     カード横浜２０Ｆ
     045-461-1616  (045-594-6087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317021,004.7 消化器内科　横浜むら〒221-0835 （がん指）第1134号        平成26年 4月 1日
     神医1004 きクリニック 横浜市神奈川区鶴屋町２－２６－ （酸単）第38678号         平成29年 4月 1日
     ４第３安田ビル１Ｆ
     045-323-6611  (045-323-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318021,005.4 さくまファミリークリ〒221-0043 （ニコ）第1030号          平成29年 6月 1日
     神医1005 ニック 横浜市神奈川区新町２１－８新町
     第１京急ビル２Ｆ
     045-440-2855  (045-440-2856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  319021,006.2 わたなべクリニック 〒221-0013 （ニコ）第1056号          平成29年 6月 1日
     神医1006 横浜市神奈川区新子安１－２２－ （在医総管）第2059号      平成29年 1月 1日
     １１ （外後発使）第8号         平成28年 4月 1日
     045-438-3270  (045-438-3275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320021,008.8 やました泌尿器科・皮〒221-0802 （がん疼）第307号         平成27年 6月 1日
     神医1008 フ科クリニック 横浜市神奈川区六角橋１－１３－ （支援診２）第272号       平成28年 9月 1日
     １ビック・ライズビル六角橋１Ｆ （がん指）第1136号        平成26年 6月 1日
     045-439-2022  (045-439-2021) （在医総管）第1789号      平成26年 6月 1日
     （在総）第1298号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321021,009.6 横浜ＨＡＲＴクリニッ〒221-0835
     神医1009 ク 横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－
     １３第２安田ビル７Ｆ
     045-620-5731  (045-620-5771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322021,011.2 はまかぜ診療所 〒221-0063 （時間外１）第460号       平成26年12月 1日
     神医1011 横浜市神奈川区立町６－１－６Ｆ （がん疼）第293号         平成26年12月 1日
     045-716-6600  (045-716-6601) （支援診２）第298号       平成28年 7月 1日
     （在緩診実）第23号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第1175号        平成26年12月 1日
     （在医総管）第1846号      平成26年12月 1日
     （在総）第1332号          平成26年12月 1日
     （在訪褥）第11号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323021,012.0 ななしまクリニック 〒221-0061 （がん疼）第302号         平成27年 5月 1日
     神医1012 横浜市神奈川区七島町１６１－５ （ニコ）第1126号          平成29年 7月 1日
     　１Ｆ （がん指）第1202号        平成27年 5月 1日
     045-439-7728  (045-439-7725) （在医総管）第1888号      平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324021,013.8 若倉診療所 〒221-0802 （時間外２）第1235号      平成27年 4月 1日
     神医1013 横浜市神奈川区六角橋６－３０－ （がん指）第1195号        平成27年 4月 1日
     １７ＮＳビル （在医総管）第1879号      平成27年 4月 1日
     045-491-0567  (045-534-3567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325021,014.6 医療法人社団善仁会　〒221-0822 （時間外２）第1232号      平成27年 5月 1日
     神医1014 白楽腎クリニック 横浜市神奈川区西神奈川３－１７ （透析水２）第208号       平成27年 8月 1日
     －１１ファーストヒルズビル２Ｆ （肢梢）第131号           平成28年11月 1日
     045-433-3210  (045-433-3211) （酸単）第38679号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326021,015.3 天野医院 〒221-0071 （時間外２）第1241号      平成27年 5月 1日
     神医1015 横浜市神奈川区白幡仲町３－３４ （小か診）第3号           平成28年 4月 1日
     045-433-2323  (045-402-7533) （がん指）第1206号        平成27年 5月 1日
     （在医総管）第1900号      平成27年 5月 1日
     （外後発使）第9号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  327021,016.1 医療法人社団ゆうま会〒221-0852 （時間外２）第1240号      平成27年 5月 1日
     神医1016 　赤尾内科クリニック横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－ （ニコ）第1143号          平成29年 7月 1日
     ２２ （支援診２）第309号       平成29年 4月 1日
     045-548-3163  (045-548-3183) （がん指）第1205号        平成27年 5月 1日
     （在医総管）第1891号      平成27年 5月 1日
     （在総）第1364号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328021,017.9 大石レディースクリニ〒221-0865 （ＨＰＶ）第407号         平成27年11月 1日
     神医1017 ック 横浜市神奈川区片倉２－１－２１
     大石医療ビル１Ｆ
     045-481-1101  (045-481-1129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329021,018.7 医療法人社団それいゆ〒221-0852
     神医1018 　三ツ沢皮膚科クリニ横浜市神奈川区三ツ沢下町１２－
     ック ５　１５１Ａビル４Ｆ
     045-548-9773  (045-548-9774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330021,020.3 中崎クリニック 〒221-0055 （時間外２）第1259号      平成27年12月 1日
     神医1020 横浜市神奈川区大野町１－２５　 （ニコ）第1185号          平成29年 7月 1日
     横浜ポートサイドプレイス３Ｆ （がん指）第1353号        平成29年 6月 1日
     045-450-7730  (045-450-7731) （神経）第246号           平成27年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第860号         平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331021,022.9 大口さいとうクリニッ〒221-0002 （がん指）第1269号        平成28年 8月 1日
     神医1022 ク 横浜市神奈川区大口通３０－５　
     鈴鹿ビル２Ｆ
     045-431-7177  (045-431-7178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332021,023.7 反町整形外科 〒221-0825 （運Ⅱ）第715号           平成28年12月 1日
     神医1023 横浜市神奈川区反町３－１８－２
     　スタイリオ横浜反町３Ｆ
     045-324-2122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333021,024.5 医療法人社団想真会　〒221-0053 （支援診３）第1348号      平成29年 1月 1日
     神医1024 横浜みなとメディカル横浜市神奈川区橋本町２－５－１ （在医総管）第2075号      平成29年 1月 1日
     クリニック 　サンシティみなとみらいＥＡＳ （在総）第1463号          平成29年 1月 1日
     Ｔ　１Ｆ
     045-440-1221  (045-441-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334021,025.2 ベイクォーター眼科 〒221-0056 （コン１）第715号         平成30年 1月 1日
     神医1025 横浜市神奈川区金港町１－１０　
     ベイクォーター４Ｆ　
     045-451-0775  (045-451-0775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  335021,026.0 いわさきしほ小児科 〒221-0802 （酸単）第40383号         平成29年 4月 1日
     神医1026 横浜市神奈川区六角橋１－６－１
     ４　白楽メディカルセンター３Ｆ
     　３０２
     045-947-4522  (045-947-4521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336021,027.8 おおぐち通り整形外科〒221-0002 （在医総管）第2092号      平成29年 5月 1日
     神医1027 横浜市神奈川区大口通２８－１　
     横濱大口アーバンビル２Ｆ
     045-423-0091  (045-423-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337021,028.6 白楽メンタルクリニッ〒221-0802
     神医1028 ク 横浜市神奈川区六角橋１－７－２
     　クリエイト白楽１Ｆ
     045-435-2277  (045-435-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338021,029.4 いいじま内科クリニッ〒221-0842 （ニコ）第1288号          平成29年 6月 1日
     神医1029 ク 横浜市神奈川区泉町２－４　ＹＡ
     ＯＫＡＮ　ＣＬＩＮＩＣ　ＢＬＤ
     Ｇ２Ｆ
     045-534-8044  (045-534-8045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339021,030.2 みついわクリニック六〒221-0822 （酸単）第40555号         平成29年 4月 1日
     神医1030 角橋 横浜市神奈川区西神奈川３－８－
     ２　ＴＭビル１Ｆ・２Ｆ
     045-947-3400  (045-947-3444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340021,031.0 菅田町土田整形外科 〒221-0864
     神医1031 横浜市神奈川区菅田町１８２２－
     ２
     045-472-2727  (045-472-3152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341021,032.8 社会福祉法人恩賜財団〒221-0822 一般        93（認ケア）第165号         平成30年 3月 1日
     神医1032 済生会支部神奈川県済横浜市神奈川区西神奈川１－１３ （回３）第101号           平成30年 3月 1日
     生会　東神奈川リハビ－１０ （食）第715号             平成30年 3月 1日
     リテーション病院 045-324-3600  (045-324-3555) （Ｃ・Ｍ）第946号         平成30年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第201号           平成30年 2月 1日
     （運Ⅰ）第315号           平成30年 2月 1日
     （呼Ⅰ）第229号           平成30年 2月 1日
     （酸単）第40626号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342030,007.9 岡野福祉会館診療所 〒220-0073
     西医7 横浜市西区岡野２－１５－６
     045-311-2601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  343030,011.1 コンフォート病院 〒220-0023 一般        32（一般入院）第1425号      平成29年 2月 1日
     西医11 横浜市西区平沼２－８－２５ （療）第119号             平成22年 5月 1日
     045-321-6090  (045-321-6091) （後発使３）第5号         平成28年 4月 1日
     （認ケア）第40号          平成28年10月 1日
     （食）第6号               昭和33年10月 1日
     （がん指）第366号         平成24年 3月 1日
     （画２）第97号            平成23年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第572号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第52号          平成23年 1月 1日
     （酸単）第38680号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344030,012.9 医療法人博友会　進藤〒220-0051 一般         2（時間外２）第359号       平成22年 4月 1日
     西医12 医院 横浜市西区中央２－３６－７ （診入院）第602号         平成22年 4月 1日
     045-321-5664  （がん指）第371号         平成24年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第420号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第38681号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345030,097.0 医療法人　明和会　亀〒220-0043 一般        60（診療録２）第190号       平成25年 5月 1日
     西医97 田病院 横浜市西区御所山町７７ （療）第132号             平成24年 4月 1日
     045-231-1881  (045-231-1885) （感染防止２）第93号      平成24年 6月 1日
     （患サポ）第6号           平成24年 4月 1日
     （データ提）第153号       平成28年 4月 1日
     （回３）第66号            平成24年 4月 1日
     （地包ケア１）第81号      平成30年 2月 1日
     （食）第180号             昭和38年 6月 1日
     （がん指）第325号         平成23年 9月 1日
     （薬）第203号             平成11年 3月 1日
     （支援病３）第51号        平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第473号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第301号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第173号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第38682号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346030,103.6 宮路胃腸科医院 〒220-0023 （在医総管）第908号       平成18年11月 1日
     西医103 横浜市西区平沼１－２－２３中村
     ビル１Ｆ
     045-321-5888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347030,104.4 スカイビル内科 〒220-0011 （がん指）第1121号        平成26年 4月 1日
     西医104 横浜市西区高島２－１９－１２ス （１７５）第312号         平成14年 4月 1日
     カイビル２１Ｆ
     045-461-1603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348030,106.9 河村内科医院 〒220-0031 （時間外２）第1061号      平成24年 4月 1日
     西医106 横浜市西区宮崎町４５ （１７５）第3042号        平成24年 4月 1日
     045-231-0914  (045-231-0914)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  349030,118.4 医療法人恵仁会　松島〒220-0041 一般       120（一般入院）第1305号      平成28年10月 1日
     西医118 病院 横浜市西区戸部本町１９－１１ （診療録１）第38号        平成26年 6月 1日
     045-321-7311  （事補１）第52号          平成27年11月 1日
     （医療安全１）第259号     平成27年10月 1日
     （感染防止２）第107号     平成25年 4月 1日
     （患サポ）第174号         平成24年11月 1日
     （食）第138号             昭和46年 8月 1日
     （がん指）第182号         平成23年 4月 1日
     （薬）第46号              平成 6年 5月 1日
     （検Ⅰ）第2号             平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第14号            平成20年 4月 1日
     （仙神植交）第1号         平成26年 4月 1日
     （早大腸）第52号          平成26年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第65号          平成21年 6月 1日
     （輸適）第96号            平成26年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第199号         平成25年 4月 1日
     （酸単）第38683号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350030,122.6 医療法人社団木曜社　〒220-0023 （がん指）第821号         平成25年 3月 1日
     西医122 平沼クリニック 横浜市西区平沼１－３２－１３ （検Ⅰ）第157号           平成20年 4月 1日
     045-323-2324  (045-323-2325) （神経）第7号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第896号         平成28年11月 1日
     （酸単）第38684号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351030,123.4 一般社団法人　横浜市〒220-0051 （小夜１）第6号           平成16年 4月 1日
     西医123 西区医師会　西区休日横浜市西区中央１－１５－１８ （１７５）第100号         平成14年 4月 1日
     急患診療所 045-322-5715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352030,149.9 石井産婦人科医院 〒220-0061 一般         1（ＨＰＶ）第44号          平成22年 4月 1日
     西医149 横浜市西区久保町１９－２７
     045-241-3221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353030,157.2 柳川ビルクリニック 〒220-0005 （外来環）第28号          平成20年 4月 1日
     (036,157.6) 横浜市西区南幸２－２１－５ （支援診３）第518号       平成29年 4月 1日
     西医157 045-311-3925  （がん指）第488号         平成24年 5月 1日
     （医管）第471号           平成18年 4月 1日
     （歯援診）第47号          平成29年 4月 1日
     （歯地連）第401号         平成18年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第136号       平成26年 4月 1日
     （補管）第219号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38685号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354030,166.3 井出整形外科内科クリ〒220-0061
     西医166 ニック 横浜市西区久保町４３－１１
     045-242-5236  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  355030,172.1 医療法人博仁会　ハマ〒220-0041 一般         5（診入院）第564号         平成26年10月 1日
     西医172 ノ産婦人科 横浜市西区戸部本町２４－１ （ＨＰＶ）第228号         平成22年 5月 1日
     045-323-1131  (045-321-9261) （酸単）第38686号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356030,176.2 医療法人恵仁会　松島〒220-0045 一般    （がん指）第134号         平成22年10月 1日
     西医176 クリニック 横浜市西区伊勢町３－１３８ （Ｃ・Ｍ）第421号         平成24年 4月 1日
     045-241-7311  （１７５）第325号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第38687号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357030,178.8 西口クリニック 〒220-0004
     西医178 横浜市西区北幸１－１１－１５横
     浜ＳＴビル２Ｆ
     045-325-1515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358030,184.6 川本クリニック 〒220-0046
     西医184 横浜市西区西戸部町１－１５
     241-2315      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359030,186.1 松井眼科医院 〒220-0041 （コン１）第31号          平成29年 4月 1日
     西医186 横浜市西区戸部本町５１－１０
     045-322-6249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360030,189.5 医療法人社団　吉村耳〒220-0051
     西医189 鼻咽喉科医院 横浜市西区中央１－２７－１３
     045-321-3837  (045-321-3837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361030,191.1 滝沢皮膚科 〒220-0005
     西医191 横浜市西区南幸２－７－１１松山
     ビル２Ｆ
     045-312-7201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362030,193.7 横浜相鉄ビル内科医院〒220-0004
     西医193 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄
     ＫＳビル２階
     045-311-3827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363030,194.5 中島整形外科 〒220-0053 （時間外２）第891号       平成23年10月 1日
     西医194 横浜市西区藤棚１－１２０
     045-243-6651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364030,202.6 医療法人社団善仁会　〒220-0004 （時間外２）第791号       平成22年 7月 1日
     西医202 横浜西口ヘルチェック横浜市西区北幸１－１１－１５ （糖管）第273号           平成29年 6月 1日
     クリニック 045-325-0101  (045-325-0102) （透析水２）第92号        平成24年 8月 1日
     （肢梢）第140号           平成28年12月 1日
     （酸単）第38688号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  365030,203.4 ランドマーク横浜国際〒220-0012 （時間外１）第14号        平成24年 4月 1日
     西医203 クリニック 横浜市西区みなとみらい２－２－ （支援診３）第24号        平成29年 3月 1日
     １－１ （がん指）第979号         平成25年 5月 1日
     045-224-2111  （在医総管）第48号        平成18年 4月 1日
     （神経）第9号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366030,205.9 医療法人恵仁会　松島〒220-8107 （酸単）第38689号         平成29年 4月 1日
     西医205 ランドマーククリニッ横浜市西区みなとみらい２－２－
     ク １横浜ランドマークタワー７階
     045-222-5577  (045-222-5580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367030,206.7 木村クリニック 〒220-0072
     西医206 横浜市西区浅間町５－３８０－１
     045-311-5645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368030,208.3 内藤クリニック 〒220-0005 （がん指）第1349号        平成29年 5月 1日
     西医208 横浜市西区南幸２－２０－２共栄
     ビル８ＦＮＯ，１号室
     045-316-8270  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369030,214.1 戸部医院 〒220-0041 （がん指）第1047号        平成25年 7月 1日
     西医214 横浜市西区戸部本町５０－１７メ （在医総管）第641号       平成18年 4月 1日
     ゾン・ド・アイ壱番館１０１号 （酸単）第38690号         平成29年 4月 1日
     045-313-3280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  370030,222.4 一般財団法人　神奈川〒220-8521 一般       410（外来環）第184号         平成20年 8月 1日
     (036,222.8) 県警友会　けいゆう病横浜市西区みなとみらい３－７－ （一般入院）第1675号      平成28年 8月 1日
     西医222 院 ３ （診療録２）第31号        平成12年 7月 1日
     045-221-8181  (045-681-9665) （事補１）第29号          平成26年 4月 1日
     （急性看補）第1号         平成28年 8月 1日
     （看夜配）第48号          平成28年 8月 1日
     （療）第39号              平成12年 9月 1日
     （重）第117号             平成13年 4月 1日
     （無菌１）第16号          平成25年 4月 1日
     （無菌２）第8号           平成25年 4月 1日
     （緩診）第38号            平成30年 2月 1日
     （精リエ）第13号          平成28年 4月 1日
     （栄養チ）第26号          平成22年11月 1日
     （医療安全１）第1号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第20号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第45号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第57号        平成26年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第5号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第1号         平成21年 4月 1日
     （病棟薬１）第44号        平成24年 7月 1日
     （病棟薬２）第6号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第32号        平成24年10月 1日
     （退支）第6号             平成29年 4月 1日
     （精疾診）第11号          平成28年 4月 1日
     （集３）第39号            平成28年 8月 1日
     （小入４）第43号          平成14年11月 1日
     （食）第2号               平成 8年 1月 8日
     （高）第56号              平成 8年 1月 8日
     （糖管）第123号           平成22年10月 1日
     （がん疼）第2号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第1号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第40号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第38号        平成29年 1月 1日
     （糖防管）第21号          平成24年 4月 1日
     （夜）第1号               平成22年 4月 1日
     （トリ）第13号            平成24年 4月 1日
     （放射診）第10号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第256号           平成29年 6月 1日
     （がん計）第22号          平成25年 6月 1日
     （肝炎）第2号             平成22年 4月 1日
     （薬）第229号             平成23年 4月 1日
     （機安１）第5号           平成20年 4月 1日
     （機安２）第24号          平成20年10月 1日
     （医管）第318号           平成18年 4月 1日
     （持血測）第16号          平成26年 8月 1日
     （遺伝検）第4号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第1号           平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （検Ⅰ）第90号            平成12年 6月 1日
     （検Ⅳ）第1号             平成22年 4月 1日
     （胎心エコ）第1号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第18号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第11号          平成24年 4月 1日
     （神経）第182号           平成23年 5月 1日
     （補聴）第10号            平成12年10月 1日
     （ロー検）第33号          平成29年 1月 1日
     （コン１）第4号           平成28年 7月 1日
     （小検）第99号            平成28年 4月 1日
     （誘発）第1号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第5号           平成26年 4月 1日
     （画２）第48号            平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第535号         平成26年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第36号          平成21年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第2号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第5号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第2号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第25号          平成20年 4月 1日
     （菌）第49号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第187号           平成28年 9月 1日
     （運Ⅰ）第2号             平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第4号             平成18年 4月 1日
     （リン複）第1号           平成28年 9月 1日
     （歯リハ２）第6号         平成26年 4月 1日
     （エタ甲）第71号          平成26年 4月 1日
     （エタ副甲）第34号        平成26年 4月 1日
     （透析水２）第171号       平成26年 6月 1日
     （肢梢）第40号            平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第355号       平成26年 4月 1日
     （組再乳）第18号          平成26年 4月 1日
     （脊椎摘）第1号           平成24年 4月 1日
     （脊刺）第1号             平成12年 8月 1日
     （羊膜移）第2号           平成27年 1月 1日
     （緑内イ）第5号           平成26年 4月 1日
     （乳セ１）第2号           平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第2号           平成22年 4月 1日
     （乳腫）第8号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第18号        平成26年 4月 1日
     （ペ）第4号               平成10年 4月 1日
     （大）第64号              平成12年11月 1日
     （腹肝）第42号            平成29年11月 1日
     （腹膵切）第6号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第10号          平成24年 4月 1日
     （腎）第45号              平成15年 4月 1日
     （膀胱）第18号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第47号          平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （輸血Ｉ）第15号          平成18年 7月 1日
     （輸適）第23号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第19号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第33号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第209号         平成20年 5月 1日
     （放専）第36号            平成20年10月 1日
     （外放）第27号            平成20年10月 1日
     （高放）第91号            平成18年 4月 1日
     （増線）第12号            平成26年 4月 1日
     （画誘）第1号             平成22年 4月 1日
     （体対策）第5号           平成24年 4月 1日
     （直放）第16号            平成22年10月 1日
     （定対策）第6号           平成24年 4月 1日
     （病理診１）第54号        平成29年 4月 1日
     （補管）第3396号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38691号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371030,227.3 生駒医院 〒220-0062 （時間外２）第915号       平成24年 4月 1日
     西医227 横浜市西区東久保町３５－２０ （がん指）第486号         平成24年 5月 1日
     045-231-5921  (045-231-5920) （在医総管）第1969号      平成28年 4月 1日
     （外後発使）第10号        平成28年 4月 1日
     （１７５）第93号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372030,228.1 医療法人社団　ランド〒220-8107 （がん指）第341号         平成23年11月 1日
     西医228 マーク医院 横浜市西区みなとみらい２－２－
     １　横浜ランドマークタワ－７階
     045-222-5652  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373030,232.3 医療法人社団　ランド〒220-0012 （がん指）第1237号        平成28年 2月 1日
     西医232 マーク医院　クイーン横浜市西区みなとみらい２－３－
     ズクリニック ５クイーンズタワーＣ４階
     045-682-4123  (045-682-4124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374030,234.9 洪福寺耳鼻咽喉科 〒220-0074 （１７５）第331号         平成14年 4月 1日
     西医234 横浜市西区南浅間町３１－１１洪
     福寺ビル２０１号
     045-312-6910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375030,235.6 鈴木内科クリニック 〒220-0042 （がん指）第1008号        平成25年 6月 1日
     西医235 横浜市西区戸部町５－２０４
     045-231-3355  (045-231-3720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376030,236.4 岡部医院 〒220-0051 （時間外２）第637号       平成22年 4月 1日
     西医236 横浜市西区中央２－１９－１５ （支援診３）第25号        平成29年 4月 1日
     045-321-5703  （在医総管）第49号        平成18年 4月 1日
     （１７５）第333号         平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  377030,248.9 医療法人　城見会　ア〒220-8107
     西医248 ムスランドマーククリ横浜市西区みなとみらい２－２－
     ニック １－１ランドマークタワー７Ｆ
     045-222-5588  (045-222-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378030,252.1 医療法人社団　藤仁会〒220-0053 （時間外１）第516号       平成28年 4月 1日
     西医252 　富田こどもクリニッ横浜市西区藤棚町１－５８－６　 （小か診）第4号           平成28年 4月 1日
     ク ３階
     045-242-1543  (045-242-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379030,254.7 同仁堂田中医院 〒220-0073 （がん指）第1135号        平成26年 6月 1日
     西医254 横浜市西区岡野１－３－６ （在医総管）第50号        平成28年 4月 1日
     045-311-3974  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380030,257.0 吉田整形外科医院 〒220-0004
     西医257 横浜市西区北幸１－４－１天理ビ
     ル５Ｆ
     045-312-4902  (045-312-4902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381030,258.8 ベイサイドクリニック〒220-0005 （がん指）第1058号        平成25年 8月 1日
     西医258 横浜市西区南幸２－２０－１１Ｎ
     Ｓビル６Ｆ
     045-312-1151  (045-322-9915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382030,262.0 さくらクリニックヨコ〒220-0004
     西医262 ハマ 横浜市西区北幸２－７－１０高見
     澤ビル２Ｆ
     045-324-3755  (045-324-3909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383030,263.8 渡邊醫院 〒220-0046 （時間外１）第97号        平成24年 4月 1日
     西医263 横浜市西区西戸部町２－１２０ （地包診）第20号          平成29年 2月 1日
     045-231-5618  (045-242-0314) （支援診３）第26号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第22号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第51号        平成18年 4月 1日
     （在総）第388号           平成18年 4月 1日
     （神経）第12号            平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384030,264.6 クイーンズスクエア・〒220-6204
     西医264 皮膚科・アレルギー科横浜市西区みなとみらい２－３－
     ５クイーンズタワーＣ８階
     045-682-4112  (045-682-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385030,268.7 田渕レディスクリニッ〒220-0023
     西医268 ク 横浜市西区平沼１－２－１２甘糟
     ビル２Ｆ－Ｅ
     045-314-3300  (045-314-3315)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  386030,269.5 西戸部こどもクリニッ〒220-0046 （時間外２）第916号       平成24年 4月 1日
     西医269 ク 横浜市西区西戸部町２－１７４
     045-260-1495  (045-260-1495)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387030,271.1 横浜東口クリニック 〒220-0011
     西医271 横浜市西区高島２－１９－１２ス
     カイビル１７Ｆ
     045-453-3366  (045-453-4400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388030,275.2 やまなかクリニック 〒220-0023
     西医275 横浜市西区平沼１－１７－８シャ
     ルマンヒロ１Ｆ
     045-412-6788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389030,276.0 医療法人社団　芳信会〒220-0004 （コン３）第38号          平成29年 4月 1日
     西医276 　横浜眼科医院 横浜市西区北幸１－６－１横浜フ
     ァーストビル１２Ｆ
     045-314-3990  (045-314-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390030,278.6 医療法人社団　翠心会〒220-0053
     西医278 　おさく皮膚科 横浜市西区藤棚町１－１２０藤棚
     クリニックビル３Ｆ
     045-252-0052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391030,279.4 ハヤシ眼科クリニック〒220-0004 （コン３）第13号          平成28年 6月 1日
     西医279 横浜市西区北幸１－１－８エキニ
     ア横浜６Ｆ
     045-320-3888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392030,281.0 医療法人社団　善仁会〒220-0011 一般        52（一般入院）第1771号      平成24年10月 1日
     西医281 　横浜第一病院 横浜市西区高島２－５－１５ （診療録２）第253号       平成30年 3月 1日
     045-453-6711  (045-441-1565) （看補）第1528号          平成24年 8月 1日
     （療）第65号              平成15年 1月 1日
     （重）第139号             平成29年 2月 1日
     （食）第572号             平成14年 5月 1日
     （糖管）第124号           平成22年10月 1日
     （薬）第389号             平成30年 1月 1日
     （機安１）第6号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第474号         平成24年 4月 1日
     （運Ⅲ）第195号           平成27年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第121号           平成29年 5月 1日
     （透析水２）第80号        平成24年 7月 1日
     （肢梢）第141号           平成28年12月 1日
     （胃瘻造）第131号         平成27年 4月 1日
     （酸単）第38692号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  393030,282.8 はぎもとクリニック 〒220-0004
     西医282 横浜市西区北幸２－５－２２福井
     第２ビル３Ｆ
     045-316-6848  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394030,286.9 さいとう整形外科 〒220-0072 （ニコ）第345号           平成29年 7月 1日
     西医286 横浜市西区浅間町４－３４７－４ （運Ⅱ）第315号           平成18年 4月 1日
     Ｂａｙ　Ｗｅｓｔ１０１ （酸単）第38693号         平成29年 4月 1日
     045-312-6663  (045-312-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395030,293.5 医療法人社団　かげし〒220-0023 （時間外１）第15号        平成24年 4月 1日
     西医293 ま整形外科 横浜市西区平沼１－２－１２甘糟
     平沼ビル２階－Ｄ
     045-322-8817  (045-322-8816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396030,295.0 横浜エムエムクリニッ〒220-8401 （ニコ）第164号           平成29年 7月 1日
     西医295 ク 横浜市西区みなとみらい３－３－ （支援診３）第30号        平成29年 4月 1日
     １三菱重工横浜ビル３Ｆ３１１ （在診実１）第51号        平成26年 4月 1日
     045-225-0953  (045-225-0954) （がん指）第135号         平成22年10月 1日
     （在医総管）第60号        平成18年 4月 1日
     （在総）第795号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397030,296.8 医療法人社団　善仁会〒220-0004 （酸単）第38694号         平成29年 4月 1日
     西医296 　ヘルチェックレディ横浜市西区北幸１－４－１横浜天
     ース横浜クリニック 理ビル２３Ｆ
     045-317-8577  (045-317-8572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398030,299.2 医療法人　和楽会　横〒220-0004
     西医299 浜クリニック 横浜市西区北幸１－２－１０アス
     カ第２ビル７Ｆ
     045-317-5953  (045-317-5954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399030,300.8 医療法人社団シーズ・〒220-0011
     西医300 メディカル　シロノク横浜市西区高島２－１９－１２ス
     リニック横浜 カイビル１６Ｆ
     045-461-1403  (045-461-1404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400030,301.6 ベイシティアイクリニ〒220-0004 （コン３）第33号          平成29年 4月 1日
     西医301 ック 横浜市西区北幸１－１－５渡辺ビ
     ル７Ｆ
     045-314-2010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401030,303.2 うさみ心のクリニック〒220-0073
     西医303 横浜市西区岡野１－１５－１０Ｌ
     ＭＣ－Ｇビル２Ｆ
     045-410-3338  (045-410-3337)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  402030,308.1 そごう横浜店眼科クリ〒220-8510 （コン３）第2号           平成28年 4月 1日
     西医308 ニック 横浜市西区高島２－１８－１そご
     う横浜店８Ｆ
     045-465-5681  (045-465-2655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403030,310.7 アドバンス・クリニッ〒220-0004
     西医310 ク横浜 横浜市西区北幸１－２－１０アス
     カ②ビル８Ｆ
     045-328-4138  (045-328-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404030,311.5 ながともクリニック 〒220-0003 （がん疼）第291号         平成27年 1月 1日
     西医311 横浜市西区楠町７－１シルエタワ （ニコ）第3号             平成29年 7月 1日
     ーヨコハマ１Ｆ （支援診３）第1182号      平成28年 4月 1日
     045-314-0063  (045-314-0063) （がん指）第136号         平成22年10月 1日
     （電情）第11号            平成28年10月 1日
     （在医総管）第868号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第38695号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405030,312.3 横浜相鉄ビル眼科医院〒220-0004 （コン１）第44号          平成28年 4月 1日
     西医312 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄
     ＫＳビル２Ｆ
     045-311-2752  (045-311-2752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406030,313.1 三ツ沢ハイタウンクリ〒220-0006 （がん指）第1245号        平成28年 3月 1日
     西医313 ニック 横浜市西区宮ケ谷２５－２三ツ沢 （在医総管）第1850号      平成27年 1月 5日
     ハイタウン１－１１１
     045-312-0290  (045-312-0297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407030,315.6 よこはまペインクリニ〒220-0004 （がん疼）第180号         平成24年 4月 1日
     西医315 ック 横浜市西区北幸２－１０－５０北 （がん指）第489号         平成24年 5月 1日
     幸山田ビル８Ｆ （在医総管）第852号       平成18年 9月 1日
     045-312-0130  (045-312-0130) （酸単）第38696号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408030,316.4 徳井内科クリニック 〒220-0004 （がん指）第1057号        平成25年 8月 1日
     西医316 横浜市西区北幸１－２－１３横浜
     西共同ビル３Ｆ
     045-410-0355  (045-410-0356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409030,318.0 横浜東口鳥居クリニッ〒220-0011 （がん指）第1091号        平成26年 1月 1日
     西医318 ク 横浜市西区高島２－１４－１３エ
     ストビル３Ｆ
     045-450-3331  (045-450-3341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410030,319.8 三木メンタルクリニッ〒220-0023 （ショ小）第40号          平成23年 5月 1日
     西医319 ク 横浜市西区平沼１－１－３－３Ｆ
     045-412-3866  (045-412-3867)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  411030,320.6 青木小児科医院 〒220-0054 （在医総管）第66号        平成18年 4月 1日
     西医320 横浜市西区境之谷７３ （外後発使）第11号        平成28年 4月 1日
     045-231-4144  (045-231-4149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412030,322.2 諸星クリニック 〒220-0051 （がん指）第1317号        平成28年12月 1日
     西医322 横浜市西区中央１－４－９ （在医総管）第772号       平成18年 6月 1日
     045-321-0261  (045-324-8104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413030,324.8 いちの内科クリニック〒220-0023 （ニコ）第407号           平成29年 6月 1日
     西医324 横浜市西区平沼１－２－１２甘糟 （がん指）第936号         平成25年 5月 1日
     平沼ビル２Ｆ （在医総管）第796号       平成18年 7月 1日
     045-314-1125  (045-314-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414030,325.5 横浜駅前アイクリニッ〒220-0004 （コン３）第39号          平成29年 4月 1日
     西医325 ク 横浜市西区北幸１－１－６菱進横
     浜ビル５０１
     045-317-5020  (045-317-5093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415030,326.3 横浜エムエムクリニッ〒220-8401 （ＨＰＶ）第63号          平成22年 4月 1日
     西医326 ク・サテライトワン 横浜市西区みなとみらい３－３－
     １三菱重工横浜ビル３階　３０８
     号室
     045-225-0940  (045-225-0954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416030,327.1 よこはま高島町クリニ〒220-0011 （時間外１）第463号       平成26年11月20日
     西医327 ック 横浜市西区高島２－１０－３２岡 （支援診３）第1177号      平成29年 4月 1日
     村ビル２・３Ｆ （在医総管）第1848号      平成26年11月20日
     045-444-1117  (045-444-1118) （Ｃ・Ｍ）第826号         平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417030,328.9 秋月リウマチ科 〒220-0005 （電情）第7号             平成28年 7月 1日
     西医328 横浜市西区南幸２－２０－２４ベ （外化１）第85号          平成18年12月 1日
     ルメゾン横浜１Ｆ （外化２）第33号          平成20年 4月 1日
     045-290-6088  (045-290-6077) （酸単）第38697号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418030,329.7 深作眼科内科リハビリ〒220-0003 一般        19（診入院）第569号         平成28年 9月 1日
     西医329 科横浜西口楠町本院 横浜市西区楠町５－１ （食）第629号             平成20年 8月 1日
     045-325-0055  (045-325-0054) （角膜切）第9号           平成27年 8月 1日
     （緑内イ）第1号           平成26年 4月 1日
     （硝切）第6号             平成28年 3月 1日
     （先１４０）第3号         平成21年 2月 1日
     （先－１９１）第4号       平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419030,330.5 横浜西口スカイクリニ〒220-0005
     西医330 ック 横浜市西区南幸２－７－９藤本ビ
     ル２Ｆ
     045-326-2777  (045-326-2778)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  420030,331.3 有馬医院 〒220-0003 （時間外２）第161号       平成22年 4月 1日
     西医331 横浜市西区楠町２７－２有馬ビル （がん指）第487号         平成24年 5月 1日
     １階 （酸単）第38698号         平成29年 4月 1日
     045-311-0410  (045-324-8988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421030,332.1 楠クリニック 〒220-0003
     西医332 横浜市西区楠町１４－３エクセル
     ビル２Ｆ
     045-290-7515  (045-324-6270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422030,338.8 横浜相鉄ビル皮膚泌尿〒220-0004
     西医338 器科医院 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄
     ＫＳビル２Ｆ
     045-311-3208  (045-311-3208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423030,339.6 みなとみらいレディー〒220-0012 （ＨＰＶ）第43号          平成22年 4月 1日
     西医339 スクリニック 横浜市西区みなとみらい４－７－
     １－２階Ｄ
     045-681-0333  (045-681-0339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424030,341.2 医療法人社団　ＭＭ会〒220-0012 （時間外２）第155号       平成22年 4月 1日
     西医341 　みなとみらい内科ク横浜市西区みなとみらい４－７－ （地包加）第41号          平成27年 4月 1日
     リニック １－２階Ｇ （ニコ）第244号           平成29年 7月 1日
     045-641-0550  （在医総管）第1002号      平成19年 9月 1日
     （認２）第15号            平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425030,342.0 富田内科クリニック 〒220-0053 （ニコ）第416号           平成29年 6月 1日
     西医342 横浜市西区藤棚町１－５８－６ （がん指）第434号         平成24年 5月 1日
     045-260-6313  (045-260-6323) （酸単）第40558号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426030,346.1 医療法人社団　善仁会〒220-0011 （Ｃ・Ｍ）第435号         平成24年 4月 1日
     西医346 　ヘルチェックファー横浜市西区高島２－７－１ファー
     ストプレイス横浜クリストプレイス横浜６階
     ニック 045-450-6226  (045-450-6228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427030,347.9 みなとみらいクリニッ〒220-0012 （がん指）第935号         平成25年 5月 1日
     西医347 ク 横浜市西区みなとみらい３－６－ （エタ甲）第64号          平成23年11月 1日
     ３　ＭＭパークビル３階 （酸単）第38699号         平成29年 4月 1日
     045-664-6606  (045-664-6604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428030,348.7 みなとみらい夢クリニ〒220-0012
     西医348 ック 横浜市西区みなとみらい３－６－
     ３　ＭＭパークビル２階（２０１
     区外）
     045-228-3131  (045-228-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  429030,349.5 みなとみらいメディカ〒220-0012 （ニコ）第536号           平成29年 7月 1日
     西医349 ルスクエア 横浜市西区みなとみらい３－６－ （がん指）第367号         平成24年 3月 1日
     ３ （ＨＰＶ）第34号          平成26年 4月 1日
     045-228-2000  (045-228-2002) （Ｃ・Ｍ）第574号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第38700号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430030,352.9 スカイビル眼科医院 〒220-0011 （時間外２）第360号       平成22年 4月 1日
     西医352 横浜市西区高島２－１９－１２ス （短手１）第20号          平成20年12月 1日
     カイビル９階 （コン１）第498号         平成29年 4月 1日
     045-461-1675  (045-440-1101) （先１４０）第2号         平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431030,354.5 医療法人社団　慶徳会〒220-0012 （時間外２）第404号       平成24年 4月 1日
     西医354 　ＭＭわんぱくこども横浜市西区みなとみらい４－７－ （酸単）第38701号         平成29年 4月 1日
     クリニック １２階　Ｂ号室
     045-641-1893  (045-641-1894)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432030,356.0 かもめ・みなとみらい〒220-0012 （時間外１）第108号       平成24年 4月 1日
     西医356 クリニック 横浜市西区みなとみらい３－６－ （糖管）第167号           平成24年 7月 1日
     ２ＭＭパークビル３Ｆ （透析水１）第48号        平成22年 4月 1日
     045-228-2212  (045-633-3612) （肢梢）第2号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第38702号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433030,357.8 ハートクリニック横浜〒220-0005
     西医357 横浜市西区南幸２－１１－１横浜
     エム・エスビル２Ｆ
     045-311-0818  (045-311-8137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434030,361.0 横濱髙島診療所 〒220-0011 （がん疼）第17号          平成23年 1月 1日
     西医361 横浜市西区高島２－１４－１１第 （支援診３）第774号       平成28年 8月 1日
     二田浦ビル６Ｆ （在診実１）第193号       平成28年12月 1日
     045-451-1717  （がん指）第184号         平成23年 5月 1日
     （在医総管）第1275号      平成22年 2月 1日
     （在総）第953号           平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435030,363.6 洪福寺医院 〒220-0074 （１７５）第3020号        平成22年 4月 2日
     西医363 横浜市西区南浅間町３１－１１洪
     福寺ビル１Ｆ
     045-311-5515  (045-324-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436030,364.4 香取耳鼻咽喉科 〒220-0053 （ニコ）第609号           平成29年 6月 1日
     西医364 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  (045-350-8751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  437030,366.9 ハートクリニック横浜〒220-0005 （ショ小）第39号          平成22年10月 1日
     西医366 ショートケア 横浜市西区南幸２－１１－１横浜
     エム・エスビル６Ｆ
     045-323-2250  (045-311-8137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438030,367.7 クイーンズアイクリニ〒220-6204 （時間外２）第843号       平成22年11月15日
     西医367 ック 横浜市西区みなとみらい２－３－ （短手１）第32号          平成22年11月15日
     ５　クイーンズタワーＣ　４Ｆ （コン１）第540号         平成29年 3月 1日
     045-682-4455  (045-682-4456) （角膜切）第6号           平成24年 6月 1日
     （先１４０）第32号        平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439030,368.5 あおぞらクリニック 〒220-0005 （ニコ）第1253号          平成29年 7月 1日
     西医368 横浜市西区南幸２－１７－６　横
     浜駅西口ダイイチビル５Ｆ
     045-323-6636  (045-323-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440030,371.9 マリアクリニック 〒220-0011
     西医371 横浜市西区高島２－１９－２横浜
     神谷ビル４ＦＡ
     045-900-8180  (045-900-8184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441030,373.5 広島耳鼻咽喉科 〒220-0004 （高）第246号             平成24年 3月 1日
     西医373 横浜市西区北幸１－４－１天理ビ （ニコ）第830号           平成29年 7月 1日
     ル５Ｆ
     045-319-5287  (045-319-5287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442030,375.0 医療法人社団　善仁会〒220-0011 （時間外２）第1056号      平成24年 5月 1日
     西医375 　横浜東口腎クリニッ横浜市西区高島２－１３－２横浜 （透析水２）第93号        平成24年 8月 1日
     ク 駅前共同ビル６Ｆ （肢梢）第142号           平成28年12月 1日
     045-451-1607  (045-451-1617) （酸単）第38703号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443030,379.2 前川メディカルクリニ〒220-0004 （ニコ）第946号           平成29年 6月 1日
     西医379 ック 横浜市西区北幸１－１－８　エキ （支援診３）第1005号      平成29年 4月 1日
     ニア横浜８Ｆ （在医総管）第1624号      平成25年 2月 1日
     045-312-3568  （在総）第1180号          平成25年 2月 1日
     （酸単）第40510号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444030,380.0 みなとみらい眼科 〒220-0012 （時間外１）第348号       平成25年 5月 1日
     西医380 横浜市西区みなとみらい４－７－ （コン１）第597号         平成29年 3月 1日
     １みなとみらいミッドスクエア　
     ２Ｆ－Ｃ号
     045-264-4268  (045-264-4269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445030,382.6 つるおかクリニック 〒220-0072 （がん指）第1137号        平成26年 7月 1日
     西医382 横浜市西区浅間町５－３７８－７ （酸単）第40615号         平成29年 4月 1日
     045-548-6601  (045-548-3152)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  446030,383.4 みなとみらい耳鼻咽喉〒220-0012 （高）第266号             平成25年 7月 1日
     西医383 科 横浜市西区みなとみらい４－７－ （ニコ）第993号           平成29年 7月 1日
     １－２Ｆ （補聴）第47号            平成25年 7月 1日
     045-640-4114  (045-640-4115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447030,384.2 スカイビル腎・泌尿器〒220-0011 （ニコ）第1003号          平成29年 7月 1日
     西医384 科クリニック 横浜市西区高島２－１９－１２ス （がん指）第1154号        平成26年 7月 1日
     カイビル９Ｆ
     045-441-0040  (045-441-0036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448030,385.9 久保クリニック 〒220-0004 （地包加）第251号         平成27年 1月 1日
     西医385 横浜市西区北幸２－５－１５　プ （がん疼）第251号         平成25年11月 1日
     レミア横浜西口ビル１Ｆ （ニコ）第1004号          平成29年 5月 1日
     045-316-2555  (045-316-6316) （支援診３）第1055号      平成29年 4月 1日
     （がん指）第1078号        平成25年 9月 1日
     （電情）第8号             平成28年 7月 1日
     （在医総管）第1697号      平成25年 9月 1日
     （在総）第1232号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449031,001.1 横浜岡野町クリニック〒220-0073 （時間外２）第1180号      平成26年 7月 1日
     西医1001 横浜市西区岡野１－１４－１横浜 （がん指）第1138号        平成26年 7月 1日
     メディカルセンタービル３Ｆ （Ｃ・Ｍ）第803号         平成26年 7月 1日
     045-314-2311  (045-314-2313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450031,004.5 横浜循環器呼吸器内科〒220-0011 （ニコ）第1060号          平成29年 6月 1日
     西医1004 クリニック 横浜市西区高島２－１４－１７ク
     レアトール横浜３Ｆ
     045-450-3330  (045-450-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451031,005.2 ミルディス皮フ科横浜〒220-0073
     西医1005 西口 横浜市西区岡野１－１４横浜メデ
     ィカルセンタービル２Ｆ
     050-3734-5835 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452031,006.0 横浜整形外科クリニッ〒220-0073 （酸単）第40518号         平成29年 4月 1日
     西医1006 ク 横浜市西区岡野２－５－１８　２
     Ｆ
     045-326-3181  (045-326-3182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453031,007.8 横浜こどもクリニック〒220-0073 （時間外２）第1324号      平成28年12月 1日
     西医1007 横浜市西区岡野２－５－１８　２ （小か診）第5号           平成28年 4月 1日
     Ｆ
     045-548-9777  (045-548-9786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  454031,008.6 メンタルクリニック横〒220-0012 （時間外２）第1250号      平成27年 7月 1日
     西医1008 浜みなとみらい 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
     ルテラス２Ｆ
     045-650-1095  (045-605-1095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455031,009.4 聖マリアクリニック横〒220-0011 （ＨＰＶ）第405号         平成27年 9月 1日
     西医1009 浜ステーション 横浜市西区高島２－３－１９高島
     ビル５Ｆ
     045-383-9761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456031,010.2 横浜血管クリニック 〒220-0073 （時間外１）第502号       平成28年 2月 1日
     西医1010 横浜市西区岡野１－１４－１　横 （ニコ）第1191号          平成29年 6月 1日
     浜メディカルセンタービル２Ｆ （酸単）第38705号         平成29年 4月 1日
     045-534-8880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457031,011.0 医療法人社団一晃会　〒220-0004 （時間外１）第512号       平成28年 3月 1日
     西医1011 横浜在宅医療クリニッ横浜市西区北幸２－５－１５　プ （在医総管）第1960号      平成28年 3月 1日
     ク レミア横浜西口ビル２Ｆ
     045-311-5119  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458031,012.8 よこはま駅ビル眼科 〒220-0011 （コン３）第15号          平成28年 9月 1日
     西医1012 横浜市西区高島２－１６－１　ル （外後発使）第196号       平成28年 8月 1日
     ミネ横浜店６Ｆ
     045-595-9497  (045-595-9498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459031,014.4 松尾医院 〒220-0004
     西医1014 横浜市西区北幸１－４－５
     045-311-4835  (045-311-4835)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460031,015.1 川村内科診療所 〒220-0073 （ニコ）第1219号          平成29年 6月 1日
     西医1015 横浜市西区岡野２－５－１８　２ （がん指）第1264号        平成28年 5月 1日
     Ｆ
     045-313-5055  (045-313-5056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461031,016.9 おのだ皮膚科 〒220-0073
     西医1016 横浜市西区岡野２－５－１８　２
     Ｆ
     045-323-3553  (045-323-1010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462031,017.7 中野レディースクリニ〒220-0004 （ＨＰＶ）第425号         平成28年10月 1日
     西医1017 ック 横浜市西区北幸２－４－１０　大 （酸単）第38706号         平成29年 4月 1日
     明ビル２Ｆ
     045-534-8904  (045-534-8905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  463031,018.5 医療法人社団望聖会　〒220-0005 （ＨＰＶ）第444号         平成29年 9月 1日
     西医1018 横浜レディースクリニ横浜市西区南幸２－１８－１　Ｔ （酸単）第40475号         平成29年 4月 1日
     ック ＳＵＴＳＵＩ横浜ビル４Ｆ
     045-620-2116  (045-321-7771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464031,019.3 みなとみらい小児科ク〒220-0012
     西医1019 リニック 横浜市西区みなとみらい６－３－
     ４　ＰＲＹＭＥ　ＣＯＡＳＴ　み
     なとみらい２Ｆ　６区画
     045-264-8546  (045-264-8547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465031,020.1 横浜みなみ眼科 〒220-0005 （コン３）第53号          平成29年12月 1日
     西医1020 横浜市西区南幸１－５－１　相鉄
     ジョイナス地下１Ｆ
     045-314-6006  (045-314-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466031,021.9 ＭＭテラスクリニック〒220-0012
     西医1021 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
     045-651-1112  (045-651-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467031,022.7 プライムコーストみな〒220-0012 （運Ⅲ）第245号           平成30年 3月 1日
     西医1022 とみらいクリニック 横浜市西区みなとみらい６－３－
     ４　ＰＲＹＭＥＣＯＡＳＴみなと
     みらい２Ｆ　４・５区画　
     045-681-3711  (045-681-3716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468031,023.5 横浜静脈瘤クリニック〒220-0004 （酸単）第42011号         平成29年 4月 1日
     西医1023 横浜市西区北幸１－２－１３　横
     浜西共同ビル４Ｆ
     050-5865-5250 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  469040,022.6 横浜掖済会病院 〒231-0036 一般       151（一般入院）第1779号      平成28年 9月 1日
     中区医22 横浜市中区山田町１－２ （診療録２）第223号       平成27年11月 1日
     045-261-8191  (045-261-8149) （医療安全１）第258号     平成27年 8月 1日
     （感染防止２）第166号     平成29年 7月 1日
     （認ケア）第123号         平成29年 7月 1日
     （食）第318号             昭和56年 1月16日
     （がん疼）第392号         平成29年 6月 1日
     （ニコ）第681号           平成29年 5月 1日
     （肝炎）第13号            平成22年 4月 1日
     （薬）第43号              平成 6年 4月 1日
     （検Ⅰ）第9号             平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第15号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第475号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第11号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第223号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第12号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第74号          平成23年 5月 1日
     （輸適）第4号             平成24年 4月 1日
     （造設前）第66号          平成25年 8月 1日
     （麻管Ⅰ）第121号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第38707号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470040,052.3 育愛会レディースクリ〒231-0066 一般         1（ＨＰＶ）第42号          平成22年 4月 1日
     中区医52 ニック 横浜市中区日ノ出町１－７５　２
     Ｆ
     045-231-1770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471040,103.4 石井耳鼻咽喉科診療所〒231-0041 一般        13（診入院）第583号         平成27年10月 1日
     中区医103 横浜市中区吉田町７２ （１７５）第2842号        平成14年 6月 1日
     045-251-3296  (045-243-3218) （酸単）第38708号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  472040,163.8 医療法人回生会　ふれ〒231-0031 一般        87（一般入院）第1426号      平成29年10月 1日
     中区医163 あい横浜ホスピタル 横浜市中区万代町２－３－３ （障害入院）第1307号      平成26年10月 1日
     045-681-5101  (045-664-5277) （診療録２）第147号       平成19年10月 1日
     （特施）第117号           平成26年10月 1日
     （療）第150号             平成27年 2月 1日
     （患サポ）第171号         平成24年 9月 1日
     （ハイ妊娠）第6号         平成21年 4月 1日
     （後発使１）第60号        平成28年 6月 1日
     （データ提）第138号       平成27年 4月 1日
     （回３）第98号            平成29年10月 1日
     （食）第570号             平成14年 4月 1日
     （がん疼）第400号         平成29年 8月 1日
     （ニコ）第94号            平成29年 7月 1日
     （ハイⅠ）第11号          平成18年 4月 1日
     （薬）第208号             平成14年 4月 1日
     （機安１）第7号           平成20年 4月 1日
     （支援病３）第18号        平成24年 1月 1日
     （在医総管）第1478号      平成24年 1月 1日
     （在総）第1072号          平成24年 1月 1日
     （ＨＰＶ）第318号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第159号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第123号           平成24年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第494号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第399号           平成29年12月 1日
     （運Ⅰ）第312号           平成29年12月 1日
     （呼Ⅱ）第110号           平成28年12月 1日
     （透析水１）第198号       平成22年12月 1日
     （肢梢）第167号           平成29年 1月 1日
     （胃瘻造）第110号         平成27年 3月 1日
     （輸血Ⅱ）第82号          平成24年 4月 1日
     （酸単）第40400号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  473040,170.3 独立行政法人地域医療〒231-0023 一般       250（病初診）第34号          平成22年 4月 1日
     (046,170.7) 機能推進機構　横浜中横浜市中区山下町２６８ （外来環）第356号         平成22年 4月 1日
     中区医170 央病院 045-641-1921  (045-681-9872) （歯特連）第10号          平成22年 4月 1日
     （一般入院）第1309号      平成28年10月 1日
     （診療録２）第2号         平成12年 4月 1日
     （事補１）第14号          平成30年 2月 1日
     （急性看補）第6号         平成29年 3月 1日
     （看夜配）第17号          平成26年 7月 1日
     （重）第7号               平成30年 2月 1日
     （栄養チ）第81号          平成27年 8月 1日
     （医療安全１）第89号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第1号       平成27年 4月 1日
     （患サポ）第7号           平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第44号        平成24年 7月 1日
     （総合評価）第119号       平成27年 8月 1日
     （データ提）第4号         平成24年10月 1日
     （退支）第100号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第41号          平成28年10月 1日
     （地歯入院）第15号        平成22年 4月 1日
     （ハイケア１）第11号      平成26年 7月 1日
     （地包ケア１）第14号      平成29年 5月 1日
     （食）第134号             昭和34年 5月25日
     （糖管）第82号            平成20年11月 1日
     （がん疼）第7号           平成22年 9月 1日
     （がん指１）第49号        平成24年 4月 1日
     （がん指２）第2号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第11号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第3号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第265号           平成29年 7月 1日
     （肝炎）第96号            平成22年11月 1日
     （薬）第195号             平成24年 4月 1日
     （機安１）第118号         平成20年 6月 1日
     （医管）第1520号          平成22年 4月 1日
     （在看）第1号             平成24年 4月 1日
     （在後病）第19号          平成27年 8月 1日
     （検Ⅰ）第3号             平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第16号            平成20年 4月 1日
     （血内）第1号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第3号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第476号         平成24年 8月 1日
     （抗悪処方）第63号        平成22年12月 1日
     （外化１）第86号          平成24年 8月 1日
     （菌）第91号              平成24年 4月 1日
     （心Ⅰ）第29号            平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第251号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第10号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第5号             平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歯リハ２）第8号         平成26年 4月 1日
     （透析水２）第119号       平成24年10月 1日
     （肢梢）第103号           平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第170号       平成26年 4月 1日
     （脳刺）第44号            平成26年 8月 1日
     （脊刺）第14号            平成15年11月 1日
     （乳セ２）第5号           平成22年 4月 1日
     （ペ）第113号             平成11年 6月 1日
     （大）第57号              平成11年12月 1日
     （早大腸）第43号          平成25年 9月 1日
     （胃瘻造）第184号         平成29年 8月 1日
     （輸血Ⅱ）第81号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第111号           平成27年 9月 1日
     （造設前）第2号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第120号       平成29年 8月 1日
     （麻管Ⅰ）第71号          平成 8年 4月 1日
     （補管）第281号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38709号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474040,241.2 三溪園クリニック 〒231-0821 （１７５）第2761号        平成14年 5月 1日
     中区医241 横浜市中区本牧原２７－２
     045-622-9746  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475040,255.2 神奈川県予防医学協会〒231-0021 （ニコ）第4号             平成29年 7月 1日
     中区医255 中央診療所 横浜市中区日本大通５８　日本大 （がん指）第837号         平成25年 4月 1日
     通ビル （ＨＰＶ）第66号          平成26年 6月 1日
     045-641-8501  (045-641-6140) （画１）第50号            平成18年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第575号         平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476040,274.3 野崎小児科医院 〒231-0849
     中区医274 横浜市中区麦田町４－９９
     045-622-8676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477040,278.4 大和外科・整形外科医〒231-0846 （時間外２）第115号       平成22年 4月 1日
     中区医278 院 横浜市中区大和町１－２１ （１７５）第353号         平成14年 4月 1日
     045-623-7213  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478040,300.6 イセザキ眼科医院 〒231-0048 （コン１）第53号          平成29年 2月 1日
     中区医300 横浜市中区蓬莱町３－１１０ （１７５）第356号         平成14年 4月 1日
     045-261-2782  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479040,305.5 土岐医院 〒231-0827 （がん指）第1029号        平成25年 6月 1日
     中区医305 横浜市中区本牧和田２６－２ （１７５）第357号         平成14年 4月 1日
     045-622-5760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  480040,311.3 中区休日急患診療所 〒231-0806 （小夜１）第7号           平成16年 4月 1日
     中区医311 横浜市中区本牧町２－３５３ （１７５）第358号         平成14年 4月 1日
     045-623-0571  (045-623-0131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481040,317.0 医療法人博生会　本牧〒231-0824 一般        39（一般入院）第1548号      平成28年 4月 1日
     中区医317 病院 横浜市中区本牧三之谷１１－５ 療養        42（療養入院）第355号       平成28年10月 1日
     045-621-2445  （診療録２）第232号       平成28年 5月 1日
     （事補１）第12号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第84号        平成28年 8月 1日
     （重）第179号             平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第7号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第8号           平成24年 4月 1日
     （後発使２）第2号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第163号       平成29年 1月 1日
     （認ケア）第42号          平成28年10月 1日
     （食）第484号             平成 3年 8月 1日
     （トリ）第48号            平成24年 6月 1日
     （がん指）第74号          平成22年 7月 1日
     （薬）第140号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第477号         平成28年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第1号             平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第657号           平成27年 7月 1日
     （呼Ⅱ）第100号           平成28年 6月 1日
     （胃瘻造）第147号         平成27年 6月 1日
     （造設前）第59号          平成24年12月 1日
     （酸単）第38710号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482040,324.6 花岡皮膚科クリニック〒231-0014
     中区医324 横浜市中区常盤町３－２５サンビ
     ル６Ｆ
     045-662-3300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483040,328.7 前田クリニック 〒231-0024 （時間外１）第278号       平成24年 5月 1日
     中区医328 横浜市中区吉浜町２－１４広岡ビ （がん指）第435号         平成24年 5月 1日
     ル４Ｆ （酸単）第38711号         平成29年 4月 1日
     045-662-3355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484040,338.6 内科渡部医院 〒231-0849 （在医総管）第870号       平成18年 4月 1日
     中区医338 横浜市中区麦田町２－５２
     045-641-2788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485040,340.2 風野クリニック 〒231-0032 （がん指）第93号          平成22年 7月 1日
     中区医340 横浜市中区不老町１－３－３フェ
     ニックス関内１０１
     045-662-7822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  486040,341.0 宇都宮内科胃腸科医院〒231-0846 （１７５）第360号         平成14年 4月 1日
     中区医341 横浜市中区大和町２－３７
     045-662-1755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487040,357.6 医療法人社団松和会　〒231-0048 （時間外２）第405号       平成22年 4月 1日
     中区医357 望星関内クリニック 横浜市中区蓬莱町２－４－１住友 （糖管）第152号           平成23年12月 1日
     生命横浜大通り公園ビル９Ｆ （透析水２）第7号         平成24年 4月 1日
     045-243-5711  (045-243-5710) （酸単）第38712号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488040,358.4 向山眼科医院 〒231-0824 （コン１）第54号          平成29年 3月 1日
     中区医358 横浜市中区本牧三之谷９１ （１７５）第362号         平成14年 4月 1日
     623-4711      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489040,359.2 医療法人社団善仁会　〒231-0016 （時間外２）第793号       平成22年 7月 1日
     中区医359 横浜クリニック 横浜市中区真砂町３－３３セルテ （糖管）第260号           平成28年 9月 1日
     １０Ｆ （透析水２）第94号        平成24年 8月 1日
     045-640-5833  (045-640-5832) （肢梢）第123号           平成28年10月 1日
     （酸単）第38713号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490040,360.0 古橋整形外科 〒231-0843
     中区医360 横浜市中区本郷町２－５６
     621-2287      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491040,361.8 横浜市救急医療センタ〒231-0062 （小夜１）第8号           平成16年 4月 1日
     中区医361 ー 横浜市中区桜木町１－１ （夜）第5号               平成22年 4月 1日
     045-212-3535  （酸単）第38714号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492040,364.2 内藤脳外科神経内科放〒231-0048 （神経）第13号            平成20年 4月 1日
     中区医364 射線科クリニック 横浜市中区蓬莱町２－６－１４ （Ｃ・Ｍ）第404号         平成24年 4月 1日
     045-252-0066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493040,365.9 向山小児科医院 〒231-0824
     中区医365 横浜市中区本牧三ノ谷２２－１
     045-623-7311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494040,366.7 馬車道クリニック 〒231-0014 （がん指）第1232号        平成28年 1月 1日
     中区医366 横浜市中区常盤町５－６６－２ （１７５）第364号         平成14年 4月 1日
     045-681-1106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495040,372.5 山下公園クリニック 〒231-0023
     中区医372 横浜市中区山下町２８－２
     045-641-1721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496040,377.4 天崎内科医院 〒231-0046 （時間外２）第406号       平成22年 4月 1日
     中区医377 横浜市中区末広町２－４－８ （酸単）第38715号         平成29年 4月 1日
     045-261-1048  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  497040,378.2 公益財団法人神奈川県〒231-0004 （ＨＰＶ）第229号         平成22年 5月 1日
     中区医378 結核予防会　かながわ横浜市中区元浜町４－３２県民共
     クリニック 済馬車道ビル３Ｆ、４Ｆ
     045-201-8521  (045-201-8539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498040,383.2 元町クリニック 〒231-0847 （支援診３）第1394号      平成29年 7月 1日
     中区医383 横浜市中区竹之丸１５８－２０ （在医総管）第2113号      平成29年 7月 1日
     045-662-0831  (045-662-0831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499040,385.7 佐藤眼科医院 〒231-0015 （コン１）第55号          平成29年 3月 1日
     中区医385 横浜市中区尾上町６－９０
     045-681-0075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500040,389.9 大通り公園クリニック〒231-0048 （時間外２）第1163号      平成26年 4月 1日
     中区医389 横浜市中区蓬莱町３－１１３ （支援診３）第1103号      平成29年 4月 1日
     045-251-7961  (045-251-7937) （在医総管）第1762号      平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501040,394.9 佐藤医院 〒231-0806 （がん指）第436号         平成24年 5月 1日
     中区医394 横浜市中区本牧町１－１８ （在医総管）第1051号      平成20年 4月 1日
     045-621-4403  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502040,396.4 ザ・ブラフ・メディカ〒231-0862 （時間外２）第756号       平成22年 6月 1日
     (046,396.8) ル＆デンタル・クリニ横浜市中区山手町８２－１ （支援診３）第1380号      平成29年 6月 1日
     中区医396 ック 045-641-6961  (045-651-5130) （がん指）第1042号        平成25年 6月 1日
     （在医総管）第90号        平成18年 4月 1日
     （補管）第5235号          平成16年12月 1日
     （酸単）第38716号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503040,399.8 小笹医院 〒231-0055 （支援診３）第1381号      平成29年 6月 1日
     中区医399 横浜市中区末吉町３－５６－５ （在医総管）第871号       平成18年 4月 1日
     045-261-3616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504040,400.4 川嶋泌尿器・皮膚科医〒231-0024 （がん指）第1129号        平成26年 6月 1日
     中区医400 院 横浜市中区吉浜町２－４　アクシ
     ス元町２Ｆ
     045-662-1971  (045-662-1974)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505040,402.0 リー・クリニック 〒231-0033 （時間外２）第172号       平成22年 4月 1日
     中区医402 横浜市中区長者町９－１７５
     045-253-3061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506040,406.1 渡辺皮膚科クリニック〒231-0827 （時間外２）第16号        平成22年 4月 1日
     中区医406 横浜市中区本牧和田１２－２２
     045-622-2333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  507040,407.9 耳鼻咽喉科・気管食道〒231-0827 （高）第31号              平成 6年 7月 1日
     中区医407 科岡田クリニック 横浜市中区本牧和田１２－２２
     045-621-9881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508040,408.7 秋山眼科医院 〒231-0015 （高）第282号             平成26年 9月 1日
     中区医408 横浜市中区尾上町３－２８ （コン１）第57号          平成28年 7月 1日
     045-641-9361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509040,412.9 吉沢皮膚科医院 〒231-0868 （１７５）第367号         平成14年 4月 1日
     中区医412 横浜市中区石川町１－１
     045-662-5005  (045-662-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510040,413.7 医療法人社団　山崎医〒231-0851 （時間外２）第518号       平成22年 4月 1日
     中区医413 院 横浜市中区山元町３－１４２ （支援診３）第45号        平成29年 4月 1日
     045-641-5358  (045-641-5372) （がん指）第407号         平成24年 4月 1日
     （在医総管）第94号        平成18年 4月 1日
     （在総）第402号           平成18年 4月 1日
     （１７５）第2972号        平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511040,416.0 サザン・クリニック横〒231-0063
     中区医416 浜 横浜市中区花咲町１－５ヨネヤマ
     ビル２０１号
     045-243-4544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512040,417.8 やまて眼科クリニック〒231-0842 （コン１）第59号          平成29年 4月 1日
     中区医417 横浜市中区上野町２－７４－２カ
     ワノビル２Ｆ
     045-625-3761  (045-625-3762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513040,418.6 山部内科クリニック 〒231-0852
     中区医418 横浜市中区西竹之丸１１０
     045-211-0913  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514040,420.2 医療法人社団　とみい〒231-0045 （時間外２）第233号       平成22年 4月 1日
     中区医420 眼科 横浜市中区伊勢佐木町６－１４３ （コン１）第97号          平成29年 3月 1日
     Ｉ・Ｔビル
     045-261-1103  (045-261-8778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515040,424.4 宇津見眼科医院 〒231-0066 （コン１）第62号          平成29年 4月 1日
     中区医424 横浜市中区日ノ出町２－１１２
     045-231-7975  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516040,427.7 室橋内科医院 〒231-0824 （在医総管）第98号        平成18年 4月 1日
     中区医427 横浜市中区本牧三之谷２３ー１６
     045-621-0139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  517040,428.5 本牧クリニック 〒231-0806 一般        19（診入院）第579号         平成26年 4月 1日
     中区医428 横浜市中区本牧町１－８９ （がん指）第75号          平成22年 6月 1日
     045-621-7708  （酸単）第38717号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518040,436.8 郷整形外科 〒231-0033 （時間外１）第101号       平成24年 4月 1日
     中区医436 横浜市中区長者町９－１６６ー６
     045-242-8553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519040,441.8 関谷クリニック 〒231-0837 （１７５）第371号         平成14年 4月 1日
     中区医441 横浜市中区滝の上１２８
     045-625-0765  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520040,442.6 まつい内科医院 〒231-0064 （時間外２）第718号       平成22年 4月 1日
     中区医442 横浜市中区野毛町１－１１－１ （支援診３）第1183号      平成28年 4月 1日
     045-243-3710  (045-253-9250) （がん指）第977号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第797号       平成18年 7月 1日
     （在総）第1336号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521040,446.7 医療法人社団　岩田ク〒231-0045 （がん指）第76号          平成22年 6月 1日
     中区医446 リニック 横浜市中区伊勢佐木町５－１２９
     －１４
     045-241-0668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522040,458.2 関内メンタルクリニッ〒231-0027 （ショ大）第37号          平成22年10月 1日
     中区医458 ク 横浜市中区扇町１－１－２５キン （デ大）第20号            平成17年 8月 1日
     ガビル７Ｆ （酸単）第38718号         平成29年 4月 1日
     045-664-7000  (045-664-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523040,461.6 赤門医院 〒231-0052 （がん指）第1031号        平成25年 6月 1日
     中区医461 横浜市中区英町８番地 （在医総管）第100号       平成18年 4月 1日
     045-231-5861  （外後発使）第12号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524040,465.7 秋山内科クリニック 〒231-0861 （がん指）第1030号        平成25年 6月 1日
     中区医465 横浜市中区元町５－２０９北村ビ （在医総管）第101号       平成18年 4月 1日
     ル３Ｆ
     045-641-0993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525040,468.1 医療法人社団　山本内〒231-0806 （ニコ）第831号           平成29年 6月 1日
     中区医468 科クリニック 横浜市中区本牧町２－３６４ （支援診３）第47号        平成29年 4月 1日
     045-622-3331  （在診実２）第27号        平成29年 5月 1日
     （がん指）第787号         平成24年 7月 1日
     （在医総管）第103号       平成18年 4月 1日
     （在総）第404号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38719号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  526040,472.3 大石クリニック 〒231-0058 （ショ大）第23号          平成18年 9月 1日
     中区医472 横浜市中区弥生町４－４１　２Ｆ （デ大）第52号            平成16年 8月 1日
     045-262-0014  (045-262-2732) （ナ）第10号              平成16年 8月 1日
     （デナ）第19号            平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527040,475.6 医療法人社団　佐藤小〒231-0823
     中区医475 児科医院 横浜市中区本牧大里町５－１３
     045-623-2680  (045-623-6506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528040,476.4 医療法人社団　大出ク〒231-0821 （がん指）第1026号        平成25年 6月 1日
     中区医476 リニック 横浜市中区本牧原１７－１マイカ
     ル本牧１１番街２階
     045-622-1120  (045-622-1220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529040,478.0 医療法人社団　敬和会〒231-0035 （外後発使）第13号        平成28年 4月 1日
     中区医478 　平松整形外科クリニ横浜市中区千歳町１－２横浜ＴＨ （運Ⅰ）第223号           平成26年 4月 1日
     ック ビル１０１
     045-231-3318  (045-231-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530040,479.8 医療法人社団　慶博会〒231-0015 （ニコ）第856号           平成29年 7月 1日
     中区医479 　関内医院 横浜市中区尾上町５－７６明治屋 （がん指）第1004号        平成25年 6月 1日
     尾上町ビルディング３０１ （酸単）第38720号         平成29年 4月 1日
     045-663-7161  (045-663-5521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531040,481.4 川又クリニック 〒231-0015
     中区医481 横浜市中区尾上町５－７６　明治
     屋尾上町ビルディング５Ｆ
     045-222-7030  (045-222-7031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532040,483.0 関内整形外科　持田ク〒231-0048
     中区医483 リニック 横浜市中区蓬莱町２－５－１ガー
     デンパーク関内１階
     045-243-3381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533040,485.5 陽の光クリニック 〒231-0015 （糖防管）第1号           平成24年 4月 1日
     中区医485 横浜市中区尾上町３－２８横浜国
     際ビル３階
     045-641-8211  (045-641-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534040,486.3 医療法人健仁会　健仁〒231-0025 （ニコ）第865号           平成29年 6月 1日
     中区医486 外科医院 横浜市中区松影町２－８－１０ （がん指）第1040号        平成25年 6月 1日
     045-641-6319  （酸単）第40474号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535040,487.1 虎の門病院横浜第２合〒231-0003
     中区医487 同庁舎診療所 横浜市中区北仲通５－５７横浜第
     ２合同庁舎
     045-681-0945  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  536040,489.7 医療法人社団　福島医〒231-0843 （時間外１）第79号        平成24年 4月 1日
     中区医489 院 横浜市中区本郷町２－４５ （在医総管）第107号       平成18年 4月 1日
     045-621-8321  (045-623-6615) （酸単）第38721号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537040,492.1 誠友医院 〒231-0023
     中区医492 横浜市中区山下町１１３－４－３
     Ｆ
     045-680-1283  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538040,494.7 川俣クリニック 〒231-0849
     中区医494 横浜市中区麦田町４－１０７ライ
     フ山手２０１号室
     045-624-2960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539040,495.4 稲村眼科クリニック 〒231-0045 （短手１）第11号          平成15年 4月 1日
     中区医495 横浜市中区伊勢佐木町５－１２５ （コン１）第433号         平成28年 4月 1日
     045-263-1771  （先１４０）第8号         平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540040,500.1 かりべクリニック 〒231-0005
     中区医500 横浜市中区本町１－３綜通横浜ビ
     ル２Ｆ
     045-224-8008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541040,507.6 本牧港湾診療所 〒231-0812 （ニコ）第682号           平成29年 6月 1日
     中区医507 横浜市中区錦町５
     045-623-5031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542040,508.4 野間メンタルヘルスク〒231-0023 （時間外１）第307号       平成24年 7月 1日
     中区医508 リニック 横浜市中区山下町３２－１３原ビ
     ル６０１
     045-651-3711  (045-651-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543040,511.8 医療法人社団　松和会〒231-0023 （時間外２）第407号       平成22年 4月 1日
     中区医511 　元町メディカルクリ横浜市中区山下町１２３－１横浜 （透析水２）第126号       平成24年11月 1日
     ニック クリードビル８Ｆ （酸単）第38722号         平成29年 4月 1日
     045-663-7611  (045-663-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544040,515.9 岡田内科クリニック 〒231-0048 （時間外１）第16号        平成24年 4月 1日
     中区医515 横浜市中区蓬莱町１－１－３　ｂ （がん指）第412号         平成24年 4月 1日
     ｅｌｌｅ関内３０２ （酸単）第38723号         平成29年 4月 1日
     045-261-9088  (045-261-9088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545040,516.7 イチロークリニック 〒231-0036 （がん指）第1041号        平成25年 6月 1日
     中区医516 横浜市中区山田町８－１フロール （在医総管）第643号       平成18年 4月 1日
     山田町第３共同住宅１Ｆ
     045-260-3225  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  546040,518.3 関内ケンクリニック 〒231-0011
     中区医518 横浜市中区太田町２－３１－１－
     １Ｆ
     045-681-7066  (045-681-7066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547040,526.6 本牧眼科クリニック 〒231-0821 （コン１）第432号         平成29年 3月 1日
     中区医526 横浜市中区本牧原１－４ムラーラ
     本牧３Ｆ
     045-628-3310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548040,527.4 臼井医院 〒231-0035 （時間外２）第18号        平成22年 4月 1日
     中区医527 横浜市中区千歳町１－２横浜ＴＨ （ニコ）第1038号          平成29年 6月 1日
     ビル２Ｆ （支援診３）第53号        平成29年 3月 1日
     045-263-1315  (045-263-1316) （在医総管）第111号       平成18年 4月 1日
     （在総）第407号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38724号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549040,530.8 山口クリニック 〒231-0057 （１７５）第2762号        平成14年 5月 1日
     中区医530 横浜市中区曙町１－１０
     045-261-1114  (045-261-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550040,531.6 医療法人社団　翠心会〒231-0806
     中区医531 　尾作内科循環器科医横浜市中区本牧町１－１１５
     院 045-623-2070  (045-623-2078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551040,535.7 久保内科クリニック 〒231-0048 （がん指）第933号         平成25年 5月 1日
     中区医535 横浜市中区蓬莱町２－３－３
     045-260-6511  (045-260-6512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552040,536.5 石橋泌尿器科皮フ科ク〒231-0033 （がん指）第1128号        平成26年 6月 1日
     中区医536 リニック 横浜市中区長者町９－１６６－１
     045-263-0820  (045-263-0821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553040,537.3 みなとメンタルクリニ〒231-0012
     中区医537 ック 横浜市中区相生町６－１０９志村
     ビル１Ｆ
     045-663-5925  (045-663-5925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554040,540.7 元町アイクリニック 〒231-0861
     中区医540 横浜市中区元町４－１６８関内元
     町第２ビル５Ｆ
     045-663-2081  (045-663-2081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555040,541.5 関内クリニック 〒231-0005 （ニコ）第667号           平成29年 7月 1日
     中区医541 横浜市中区本町４－４３Ａ－ＰＬ
     ＡＣＥ馬車道３Ｆ
     045-201-7676  (045-212-9265)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  556040,542.3 中島医院 〒231-0846 （がん指）第1098号        平成26年 1月 1日
     中区医542 横浜市中区大和町２－３４－５山
     手駅前クリニックビル１Ｆ
     045-621-8713  (045-621-8713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557040,545.6 長原耳鼻科咽喉科クリ〒231-0843
     中区医545 ニック 横浜市中区本郷町２－４５－２福
     島ビル３Ｆ
     045-622-4187  (045-622-4177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558040,546.4 神人整形外科クリニッ〒231-0045 （運Ⅱ）第27号            平成18年 4月 1日
     中区医546 ク 横浜市中区伊勢佐木町６－１４６
     ストーク伊勢佐木６番館１０１号
     室
     045-262-3577  (045-252-8816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559040,548.0 関内仲通りクリニック〒231-0012
     中区医548 横浜市中区相生町２－４２－３横
     浜エクセレントⅩⅦビル３Ｆ
     045-662-5766  (045-662-5766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560040,550.6 山手クリニック 〒231-0851 （在医総管）第114号       平成18年 4月 1日
     中区医550 横浜市中区山元町２－６０
     045-222-3453  (045-222-3454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561040,552.2 医療法人博生会　本牧〒231-0824 （時間外２）第1058号      平成24年 5月 1日
     中区医552 病院付属クリニック 横浜市中区本牧三之谷８－９ （脳Ⅲ）第169号           平成27年 4月 1日
     045-621-2448  （運Ⅱ）第643号           平成27年 4月 1日
     （酸単）第38725号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562040,555.5 福田俊子レディスクリ〒231-0005 一般         2（時間外１）第17号        平成24年 4月 1日
     中区医555 ニック 横浜市中区本町１－３綜通横浜ビ （診入院）第498号         平成24年 4月 1日
     ル２Ｆ （ＨＰＶ）第39号          平成26年 4月 1日
     045-224-8030  (045-224-8031) （酸単）第38726号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563040,556.3 うしくぼ消化器・内科〒231-0028 （がん指）第1039号        平成25年 6月 1日
     中区医556 クリニック 横浜市中区翁町１－４－１マリン
     ウェーブビル２Ｆ
     045-222-9533  (045-222-9534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564040,557.1 医療法人社団大星会　〒231-0062 （外化２）第63号          平成24年 4月 1日
     中区医557 横浜大星クリニック 横浜市中区桜木町１－１－８日石
     横浜ビル２９Ｆ
     045-683-6067  (045-683-6068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  565040,564.7 日本大通満岡クリニッ〒231-0021 （認２）第26号            平成24年11月 1日
     中区医564 ク 横浜市中区日本大通５２ロイヤー
     ズビル５Ｆ
     045-222-3557  (045-662-3739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566040,567.0 寺道小児科医院 〒231-0806 （小検）第26号            平成20年 4月 1日
     中区医567 横浜市中区本牧町１－１７８ （酸単）第38727号         平成29年 4月 1日
     045-623-1021  (045-625-6271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567040,568.8 馬車道レディスクリニ〒231-0012 （時間外２）第181号       平成22年 4月 1日
     中区医568 ック 横浜市中区相生町４－６５－３馬 （ハイⅠ）第5号           平成18年 4月 1日
     車道メディカルスクエア５Ｆ
     045-228-1680  (045-228-1681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568040,569.6 かとう内科クリニック〒231-0015
     中区医569 横浜市中区尾上町３－３９尾上町
     ビル８Ｆ
     045-640-5433  (045-640-5434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569040,570.4 よしずみ耳鼻科クリニ〒231-0005 （ニコ）第167号           平成29年 6月 1日
     中区医570 ック 横浜市中区本町３－２４－３エル
     ドシック横濱２Ｆ
     045-663-6187  (045-663-6187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570040,572.0 ポーラのクリニック 〒231-0032 （ニコ）第67号            平成29年 6月 1日
     中区医572 横浜市中区不老町３－１４－５ （支援診３）第704号       平成28年 4月 1日
     045-222-8461  (045-222-8473) （在診実１）第98号        平成26年 6月 1日
     （がん指）第48号          平成22年 6月 1日
     （在医総管）第1169号      平成21年 1月 1日
     （在総）第892号           平成21年 1月 1日
     （酸単）第38728号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571040,573.8 ことぶき共同診療所 〒231-0025 （認２）第3号             平成24年 4月 1日
     中区医573 横浜市中区松影町２－７－１７リ （ショ小）第41号          平成24年 3月 1日
     バーハイツ石川町２Ｆ （デ小）第36号            平成16年12月 1日
     045-651-2305  (045-651-2305) （酸単）第38729号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572040,575.3 みなとクリニック 〒231-0806 （ニコ）第741号           平成29年 6月 1日
     中区医575 横浜市中区本牧町１－７キャスト
     本牧１Ｆ
     045-623-6633  (045-623-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573040,576.1 パークサイド柴田メン〒231-0023 （ショ小）第16号          平成18年 8月 1日
     中区医576 タルクリニック 横浜市中区山下町２５上田ビル２ （酸単）第38730号         平成29年 4月 1日
     Ｆ
     045-222-0336  (045-222-0337)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  574040,581.1 元町こどもクリニック〒231-0023
     中区医581 横浜市中区山下町３７－８グロー
     リオタワー横浜元町２Ｆ
     045-650-6109  (045-650-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575040,584.5 たに内科クリニック 〒231-0045 （ニコ）第73号            平成29年 7月 1日
     中区医584 横浜市中区伊勢佐木町５－１２５ （がん指）第932号         平成25年 5月 1日
     伊勢佐木クイントパラディオ１Ｆ （外化２）第34号          平成20年 4月 1日
     045-241-4114  (045-241-4116) （酸単）第38731号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576040,585.2 さくらＴ’Ｓクリニッ〒231-0836 （時間外２）第361号       平成22年 4月 1日
     中区医585 ク 横浜市中区根岸町２－８０－２ （ニコ）第166号           平成29年 7月 1日
     045-628-7985  (045-628-7986) （がん指）第77号          平成22年 6月 1日
     （肝炎）第87号            平成22年 5月 1日
     （外化２）第51号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第38732号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577040,586.0 ワシン坂病院 〒231-0862 精神       167（精神入院）第1号         平成29年12月 1日
     中区医586 横浜市中区山手町１６９ （看補）第1151号          平成29年 3月 1日
     045-623-7688  (045-623-7494) （精移行）第46号          平成29年 4月 1日
     （精合併加算）第3号       平成20年 4月 1日
     （医療安全２）第207号     平成23年 6月 1日
     （精救急受入）第38号      平成24年 4月 1日
     （食）第130号             平成17年 6月 1日
     （薬）第299号             平成22年 8月 1日
     （検Ⅰ）第121号           平成20年 4月 1日
     （精）第55号              平成18年10月 1日
     （デ小）第59号            平成17年 6月 1日
     （医療保護）第1号         平成17年 6月 1日
     （酸単）第38733号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578040,587.8 八巻整形外科クリニッ〒231-0843
     中区医587 ク 横浜市中区本郷町２－４５福島ビ
     ル５Ｆ
     045-622-8825  (045-622-8825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579040,589.4 陽和クリニック 〒231-0023 （時間外１）第18号        平成24年 4月 1日
     中区医589 横浜市中区山下町１８５ （がん指）第804号         平成24年11月 1日
     045-681-5117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580040,593.6 雨宮クリニック 〒231-0015 一般         1（ハイⅠ）第17号          平成19年 4月 1日
     中区医593 横浜市中区尾上町５－７６明治屋 （ＨＰＶ）第75号          平成26年 4月 1日
     尾上町ビル５Ｆ （酸単）第38734号         平成29年 4月 1日
     045-228-1535  (045-228-1536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  581040,595.1 相生２３クリニック 〒231-0012 （ニコ）第357号           平成29年 7月 1日
     中区医595 横浜市中区相生町１－３モアグラ （がん指）第1130号        平成26年 6月 1日
     ンド関内ビル１Ｆ （酸単）第40511号         平成29年 4月 1日
     045-222-7710  (045-222-7720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582040,596.9 関内耳鼻咽喉科クリニ〒231-0032
     中区医596 ック 横浜市中区不老町１－３－３フェ
     ニックス関内２０１
     045-663-4120  (045-663-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583040,598.5 馬車道内科クリニック〒231-0005 （ニコ）第351号           平成29年 7月 1日
     中区医598 横浜市中区本町４－３８横浜本町
     ビル１Ｆ
     045-222-1222  (045-222-1117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584040,601.7 元町眼科 〒231-0868 （コン１）第61号          平成28年 4月 1日
     中区医601 横浜市中区石川町１－３ＧＳビル
     ４０１
     045-661-1166  (045-661-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585040,603.3 山手消化器・内科クリ〒231-0849 （がん疼）第367号         平成28年10月 1日
     中区医603 ニック 横浜市中区麦田町４－１０２－３ （ニコ）第941号           平成29年 7月 1日
     045-625-2325  (045-315-6501) （支援診３）第1004号      平成29年 4月 1日
     （がん指）第1037号        平成25年 6月 1日
     （在医総管）第1623号      平成25年 2月12日
     （在総）第1178号          平成25年 2月12日
     （酸単）第38735号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586040,604.1 医療法人　創祥会　小〒231-0843 （ニコ）第318号           平成29年 6月 1日
     中区医604 菅医院 横浜市中区本郷町１－２６ （がん指）第1038号        平成25年 6月 1日
     045-623-8209  (045-623-5635) （在医総管）第99号        平成18年11月 1日
     （酸単）第38736号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587040,607.4 石川町クリニック 〒231-0026 （デ大）第23号            平成19年 4月 1日
     中区医607 横浜市中区寿町１－１－２ （ナ）第9号               平成19年 4月 1日
     045-226-1822  (045-226-1823) （デナ）第30号            平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588040,608.2 元町レディースクリニ〒231-0023 一般         1（ＨＰＶ）第195号         平成22年 4月 1日
     中区医608 ック 横浜市中区山下町３７－８グロー
     リオタワー横浜元町２０４－２号
     室
     045-662-0655  (045-662-0656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589040,610.8 小菅医院 〒231-0868 （時間外２）第917号       平成24年 4月 1日
     中区医610 横浜市中区石川町１－１１－２ （ＨＰＶ）第362号         平成26年 4月 1日
     045-651-6177  (045-651-6371) （酸単）第38737号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  590040,611.6 桜木町クリニック 〒231-0063
     中区医611 横浜市中区花咲町１－４８　ロゼ
     桜木町２階
     045-479-4437  (045-479-4438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591040,612.4 かねこ内科 〒231-0866 （時間外２）第19号        平成22年 4月 1日
     中区医612 横浜市中区柏葉３３ （支援診３）第575号       平成28年 4月 1日
     045-662-6262  (045-662-3030) （在診実１）第17号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第992号       平成19年 8月 1日
     （在総）第778号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592040,613.2 あきばクリニック 〒231-0064 （がん指）第1003号        平成25年 6月 1日
     中区医613 横浜市中区野毛町３－１６０－４ （在医総管）第1124号      平成20年 8月 1日
     045-250-0781  (045-250-0780) （酸単）第38738号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593040,614.0 本郷町田園眼科クリニ〒231-0843 （ロー検）第9号           平成24年 7月 1日
     中区医614 ック 横浜市中区本郷町２－４５－２　 （コン１）第481号         平成29年 3月 1日
     福島ビル４階
     045-479-6592  (045-479-6592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594040,615.7 横浜元町女性医療クリ〒231-0861 （ＨＰＶ）第353号         平成25年11月 1日
     中区医615 ニック・ＬＵＮＡ 横浜市中区元町３－１１５百段館
     ５Ｆ
     045-651-6321  (045-651-6361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595040,616.5 本牧レディスクリニッ〒231-0827 （ＨＰＶ）第347号         平成25年 8月 1日
     中区医616 ク 横浜市中区本牧和田１２－２２ジ （酸単）第38739号         平成29年 4月 1日
     ョイ新本牧２Ｆ
     045-628-3077  (045-628-3099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596040,617.3 よこはま港南診療所 〒231-0834 （透析水２）第16号        平成24年 4月 1日
     中区医617 横浜市中区池袋５ （肢梢）第41号            平成28年 4月 1日
     045-622-8092  (045-624-3400) （酸単）第38740号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597040,618.1 まゆみ皮フ科クリニッ〒231-0012
     中区医618 ク 横浜市中区相生町２－４２－３　
     横浜エクセレントⅩⅦ　７Ｆ
     045-640-5536  (045-640-5537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598040,619.9 横浜野毛坂クリニック〒231-0064 （ニコ）第634号           平成29年 7月 1日
     中区医619 横浜市中区野毛町３－１６０－４
     　ちぇるる野毛２Ｆ
     045-251-2673  (045-251-0337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  599040,621.5 徳井内科関内クリニッ〒231-0032 （がん指）第1014号        平成25年 6月 1日
     中区医621 ク 横浜市中区不老町１－２－１　中 （酸単）第40449号         平成29年 4月 1日
     央第６関内ビル６０２号室
     045-633-6233  (045-633-6232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600040,623.1 本牧脳神経外科クリニ〒231-0821 （神経）第111号           平成20年 6月 1日
     中区医623 ック 横浜市中区本牧原１９－１－３０ （Ｃ・Ｍ）第847号         平成27年10月 1日
     ２　
     045-622-3782  (045-622-3783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601040,624.9 ＬＵＮＡ骨盤底トータ〒231-0861 （がん指）第1406号        平成30年 2月 1日
     中区医624 ルサポートクリニック横浜市中区元町２－９６－４鈴音 （酸単）第40499号         平成29年 4月 1日
     第一ビル２Ｆ号室
     045-680-1226  (045-680-1227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602040,625.6 桜井耳鼻咽喉科医院 〒231-0025 （高）第51号              平成20年 9月 1日
     中区医625 横浜市中区吉浜町１－９エトワー （補聴）第25号            平成20年 9月 1日
     ル吉浜３０２
     045-663-1133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603040,626.4 まこと心のクリニック〒231-0032 （ニコ）第449号           平成29年 6月 1日
     中区医626 横浜市中区不老町１－５－１１Ｋ
     ーＳＰＩＲＥビル３Ｆ
     045-222-8050  (045-305-4567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604040,628.0 関内サンドウ内科医院〒231-0015
     中区医628 横浜市中区尾上町２－１８－１Ｙ
     Ｓビル　２Ｆ
     045-263-6868  (045-263-6878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605040,629.8 えみ子皮膚科クリニッ〒231-0868 （酸単）第38742号         平成29年 4月 1日
     中区医629 ク 横浜市中区石川町１－１２－２０
     １
     045-664-6004  (045-664-6004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606040,630.6 向井クリニック 〒231-0861 （時間外１）第578号       平成29年 6月 1日
     中区医630 横浜市中区元町１－５１－１Ｆ－ （ニコ）第483号           平成29年 6月 1日
     ｆｌａｔビル１Ｆ （支援診３）第1382号      平成29年 6月 1日
     045-222-0678  (045-222-0658) （がん指）第1077号        平成25年10月 1日
     （在医総管）第2104号      平成29年 6月 1日
     （在総）第1490号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  607040,634.8 元町宮地クリニック 〒231-0861 （時間外２）第1069号      平成24年 6月 1日
     中区医634 横浜市中区元町２－８６－２Ｆ （支援診３）第783号       平成28年 4月 1日
     045-263-9115  (045-263-9117) （がん指）第934号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第1289号      平成22年 3月 1日
     （在総）第960号           平成22年 3月 1日
     （酸単）第38743号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608040,641.3 みなとみらいケンズク〒231-0062 （時間外１）第19号        平成24年 4月 1日
     中区医641 リニック 横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯ （がん指）第1048号        平成25年 7月 1日
     Ｃみなとみらい３Ｆ （酸単）第40389号         平成29年 4月 1日
     045-651-2588  (045-650-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609040,646.2 石上内科クリニック 〒231-0821 （がん指）第811号         平成24年12月 1日
     中区医646 横浜市中区本牧原１９－１　ＴＨ （酸単）第38744号         平成29年 4月 1日
     Ｅ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ　ＨＯＮ
     ＭＯＫＵＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＢＡ
     ＹＳＩＤＥ　３０１
     045-624-3535  (045-624-3538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610040,647.0 田中クリニック横浜公〒231-0013
     中区医647 園 横浜市中区住吉町１－１２－５　
     横浜エクセレントⅩⅥ　２Ｆ
     045-680-6262  (045-680-6263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611040,648.8 元町セントラルクリニ〒231-0861
     中区医648 ック 横浜市中区元町４－１６８　元町
     第２ビル５Ｆ
     045-222-1211  (045-222-1210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612040,649.6 横浜関内わだクリニッ〒231-0047 （エタ甲）第63号          平成23年 8月 1日
     中区医649 ク 横浜市中区羽衣町２－７－４　ダ （エタ副甲）第29号        平成23年 8月 1日
     イワロイネットホテル横浜関内２
     Ｆ
     045-250-0226  (045-250-0227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613040,652.0 産婦人科マチダクリニ〒231-0036 （ＨＰＶ）第308号         平成23年11月 1日
     中区医652 ック 横浜市中区山田町７－８　産友ビ （酸単）第38745号         平成29年 4月 1日
     ル１０１
     045-315-2331  (045-315-2575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614040,653.8 猪子メンタルクリニッ〒231-0063
     中区医653 ク 横浜市中区花咲町２－７０ミツミ
     ビル１０３
     045-231-8861  (045-231-8861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  615040,655.3 やまもと整形外科医院〒231-0851
     中区医655 横浜市中区山元町２－７７－１０
     045-663-3122  (045-663-3122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616040,656.1 医療法人社団　健伸会〒231-0024 （がん疼）第412号         平成30年 1月 1日
     中区医656 　石川町なのはなクリ横浜市中区吉浜町１－２パークス （ニコ）第875号           平成29年 5月 1日
     ニック クエア横浜２Ｆ （支援診２）第159号       平成29年 2月 1日
     045-650-1616  (045-650-1617) （在医総管）第1531号      平成24年 5月 1日
     （在総）第1110号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617040,657.9 医療法人社団オハナ　〒231-0033 （ニコ）第857号           平成29年 7月 1日
     中区医657 長者町ファミリークリ横浜市中区長者町３－７－５　Ｙ （支援診２）第346号       平成28年 4月 1日
     ニック Ｓ長者町ビル１Ｆ （在緩診実）第48号        平成28年10月 1日
     045-315-2211  (045-315-2212) （在医総管）第1537号      平成24年 4月 1日
     （在総）第1114号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618040,658.7 石川クリニック 〒231-0862 （がん疼）第228号         平成25年 4月 1日
     中区医658 横浜市中区山手町５５ （支援診３）第1342号      平成29年 2月 1日
     045-641-0494  (045-641-0494) （在診実２）第23号        平成29年 2月 1日
     （がん指）第838号         平成25年 4月 1日
     （在医総管）第1613号      平成25年 2月 1日
     （在総）第1171号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619040,660.3 廣瀬医院 〒231-0056 （がん指）第976号         平成25年 5月 1日
     中区医660 横浜市中区若葉町２－２４
     045-251-7468  (045-251-7228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620040,661.1 横浜ヘルスケアクリニ〒231-0005
     中区医661 ック 横浜市中区本町６－５０－１横浜
     アイランドタワー　Ｂ１Ｆ
     045-650-8044  (045-650-8064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621040,662.9 女性医療クリニック　〒231-0861 （ニコ）第1011号          平成29年 7月 1日
     中区医662 ＬＵＮＡ・ＡＮＮＥＸ横浜市中区元町３－１１５　百段
     館３Ｆ
     045-633-2680  (045-633-2681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622040,665.2 馬車道慶友クリニック〒231-0002 （時間外１）第330号       平成24年12月 1日
     中区医665 横浜市中区海岸通５－２５－２－ （ニコ）第964号           平成29年 7月 1日
     ２３シャレール海岸通２Ｆ （在医総管）第1593号      平成24年12月 1日
     045-640-3383  (045-640-3385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623040,666.0 本牧整形外科クリニッ〒231-0821 （運Ⅱ）第556号           平成24年12月 1日
     中区医666 ク 横浜市中区本牧原１９－１－１０ （酸単）第38746号         平成29年 4月 1日
     １
     045-264-4520  (045-264-4521)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  624040,667.8 石川町整形外科 〒231-0024 （運Ⅰ）第289号           平成29年 5月 1日
     中区医667 横浜市中区吉浜町１－２パークス
     クエア横浜２Ｆ
     045-650-1660  (045-650-1667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625040,669.4 石川町内科クリニック〒231-0025 （時間外１）第344号       平成25年 4月 1日
     中区医669 横浜市中区松影町１－３－７ロッ （ニコ）第955号           平成29年 7月 1日
     クヒルズⅧ　３Ｆ （がん指）第1360号        平成29年 8月 1日
     045-264-4678  (045-264-4789) （酸単）第38747号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626040,671.0 横浜尾上町クリニック〒231-0015 （時間外１）第384号       平成26年 2月 1日
     中区医671 横浜市中区尾上町２－１８－１Ｙ
     Ｓビル９Ｆ
     045-633-3377  (045-633-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627040,672.8 医療法人社団三志会　〒231-0023
     中区医672 よこはま元町クリニッ横浜市中区山下町３７－８グロー
     ク リオタワー横浜元町２Ｆ
     045-228-1141  (045-228-1140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628040,673.6 元町たかつか内科クリ〒231-0023 （ニコ）第976号           平成29年 7月 1日
     中区医673 ニック 横浜市中区山下町３７－８グロー （がん指）第1165号        平成26年10月 1日
     リオタワー横浜元町２Ｆ （酸単）第38748号         平成29年 4月 1日
     045-650-6570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629040,674.4 横浜馬車道皮膚科・ペ〒231-0002
     中区医674 インクリニック 横浜市中区海岸通５－２５－２－
     ２４シャレール海岸通２Ｆ
     045-664-9455  (045-664-9455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630040,675.1 古川本牧クリニック 〒231-0821 （時間外２）第1128号      平成25年 9月 1日
     中区医675 横浜市中区本牧原１－１１有料老 （支援診２）第260号       平成28年 7月 1日
     人ホームすいとぴー本牧三溪園内 （在医総管）第1687号      平成25年 9月 1日
     １Ｆ （酸単）第38749号         平成29年 4月 1日
     045-621-7111  (045-621-7111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631041,000.1 ＢーＲａｉｎ　Ｃｌｉ〒231-0033
     中区医1000 ｎｉｃ 横浜市中区長者町３－７－５ＹＳ
     長者町ビル１Ｆ
     045-315-5151  (045-315-5153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632041,001.9 かんない駅前眼科クリ〒231-0016 （コン１）第605号         平成29年 3月 1日
     中区医1001 ニック 横浜市中区真砂町３－３８　キリ
     ン関内ビル４Ｆ
     045-662-8680  (045-662-8680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  633041,002.7 山手の森こころのクリ〒231-0846 （在医総管）第1820号      平成26年10月 1日
     中区医1002 ニック 横浜市中区大和町２－６０－１
     045-263-8474  (045-263-8474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634041,003.5 古川耳鼻咽喉科医院 〒231-0056 （高）第276号             平成26年 5月 1日
     中区医1003 横浜市中区若葉町２－２４－５松
     井ビル２Ｆ
     045-261-7974  (045-261-7964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635041,006.8 カトレヤｅｙｅクリニ〒231-0044 （コン１）第618号         平成29年 3月 1日
     中区医1006 ック 横浜市中区福富町東通１－１カト
     レヤプラザメディカルセンター３
     ０１
     045-231-1103  (045-231-1104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636041,007.6 かめのはしクリニック〒231-0868 （支援診３）第1174号      平成29年 4月 1日
     中区医1007 横浜市中区石川町３－１０８－１ （在医総管）第1844号      平成26年11月 1日
     045-226-2818  (045-226-2858) （在総）第1331号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637041,008.4 オーシャンクリニック〒231-8331 （時間外１）第464号       平成27年 1月 1日
     中区医1008 横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯ （ニコ）第1116号          平成29年 7月 1日
     Ｃみなとみらい３Ｆ （がん指）第1180号        平成27年 1月 1日
     045-641-0777  (045-330-7009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638041,010.0 横浜桜木町眼科 〒231-0066 （コン１）第631号         平成29年 2月 1日
     中区医1010 横浜市中区日ノ出町１－２００日
     ノ出サクアス２０５
     045-325-7886  (045-325-7864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639041,012.6 松田クリニック 〒231-0066
     中区医1012 横浜市中区日ノ出町１－２００－
     ２０３
     045-231-7100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640041,013.4 粉川クリニック 〒231-0007 （時間外１）第491号       平成27年 8月 1日
     中区医1013 横浜市中区弁天通４－５３－１ （がん指）第1252号        平成28年 4月 1日
     045-662-5300  (045-662-5301) （酸単）第38750号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641041,014.2 日本大通まま皮ふ科 〒231-0023
     中区医1014 横浜市中区山下町７０－１３パー
     クホームズ横濱山下公園１０１
     045-681-1212  (045-263-8903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642041,015.9 横濱医院 〒231-0023 （ニコ）第1186号          平成29年 7月 1日
     中区医1015 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  (045-228-8322)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  643041,018.3 関内しみずクリニック〒231-0044 （時間外２）第1258号      平成27年12月 1日
     中区医1018 横浜市中区福富町東通１－１カト
     レヤプラザメディカルセンター５
     Ｆ
     045-252-1717  (045-252-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644041,020.9 高橋皮フ科クリニック〒231-0843
     中区医1020 横浜市中区本郷町２－４５－２　
     福島クリニックビル３０２
     045-628-4112  (045-628-4117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645041,021.7 よしづ眼科 〒231-0062 （コン３）第3号           平成28年 4月 1日
     中区医1021 横浜市中区桜木町１－１－７　ヒ
     ューリックみなとみらい３Ｆ
     045-264-4020  (045-264-4020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646041,022.5 日ノ出町耳鼻咽喉科ク〒231-0066 （高）第288号             平成28年 1月 1日
     中区医1022 リニック 横浜市中区日ノ出町１－２００　
     日ノ出サクアス２０７
     045-261-3387  (245-261-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647041,023.3 新妻クリニック 〒231-0836 （時間外２）第1313号      平成28年 9月 1日
     中区医1023 横浜市中区根岸町３－１７６－３ （ニコ）第1193号          平成29年 6月 1日
     ９ （支援診３）第1257号      平成29年 4月 1日
     045-629-3585  (045-629-3586) （在医総管）第1951号      平成28年 1月 1日
     （在総）第1443号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648041,024.1 ＫＯ　ＣＬＩＮＩＣ 〒231-0015
     中区医1024 横浜市中区尾上町４－５４　ｋａ
     ｎｎａｉ　ｅｘビル　８Ｆ
     045-651-1117  (045-651-2488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649041,026.6 寿町勤労者福祉協会診〒231-0025 （外後発使）第168号       平成28年 6月 1日
     中区医1026 療所 横浜市中区松影町２－８－８ （ショ小）第58号          平成28年 3月28日
     045-641-1278  (045-641-2005) （デ小）第93号            平成28年 3月28日
     （酸単）第38751号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650041,027.4 馬車道さくらクリニッ〒231-0011 （時間外２）第1296号      平成28年 4月 1日
     中区医1027 ク 横浜市中区太田町６－７３　コー （がん疼）第407号         平成29年11月 1日
     ケンキャピタルビル２Ｆ （支援診３）第1415号      平成29年11月 1日
     045-201-9510  (045-330-4872) （がん指）第1254号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第2157号      平成30年 1月 1日
     （在総）第1534号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651041,028.2 戸賀崎産婦人科 〒231-0048 （時間外２）第1306号      平成28年 5月 1日
     中区医1028 横浜市中区蓬莱町２－６－１４ （ＨＰＶ）第421号         平成28年 5月 1日
     045-251-7284  (045-251-0667)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  652041,030.8 鈴木内科診療室 〒231-0048 （ニコ）第1289号          平成29年 6月 1日
     中区医1030 横浜市中区蓬莱町２－３－４ （支援診３）第1349号      平成29年 3月 1日
     045-261-3320  (045-261-3320) （在医総管）第2077号      平成29年 3月 1日
     （在総）第1464号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653041,031.6 うえだメディカルクリ〒231-0015
     中区医1031 ニック 横浜市中区尾上町５－７１　２Ｆ
     045-263-6676  (045-263-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654041,032.4 神奈川本牧こどもクリ〒231-0821
     中区医1032 ニック 横浜市中区本牧原１２－１　ベイ
     タウン本牧５番街４Ｆ４０１ｂ
     045-264-9970  (045-264-9971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655041,033.2 中華街医院 〒231-0023 （在医総管）第2045号      平成28年 9月 1日
     中区医1033 横浜市中区山下町７３－３　ヴァ
     ルス山下町ビル３０１
     045-662-8992  (045-662-8992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656041,035.7 山田整形外科 〒231-0066 （時間外２）第1340号      平成29年 1月 1日
     中区医1035 横浜市中区日ノ出町１－２００　 （運Ⅰ）第280号           平成29年 1月 1日
     日ノ出サクアス２０８
     045-250-6611  (045-250-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657041,036.5 関内鈴木クリニック 〒231-0012 （ニコ）第1262号          平成29年 7月 1日
     中区医1036 横浜市中区相生町３－６３－１　 （がん指）第1408号        平成30年 3月 1日
     パークアクシス横濱関内ＳＱＵＡ （酸単）第38752号         平成29年 4月 1日
     ＲＥ２Ｆ
     045-681-0056  (045-681-0036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658041,037.3 医療法人社団豊葉会　〒231-0821 （ニコ）第1263号          平成29年 6月 1日
     中区医1037 本牧ベイサイドクリニ横浜市中区本牧原１－２２　ムラ （酸単）第38753号         平成29年 4月 1日
     ック ーラ本牧１Ｆ
     045-628-0622  (045-628-0623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659041,038.1 医療法人社団豊葉会　〒231-0015
     中区医1038 関内パークサイドクリ横浜市中区尾上町３－４３　横浜
     ニック エクセレント関内１０Ｆ
     045-264-9132  (045-264-9132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660041,039.9 アンジュール横浜クリ〒231-0011
     中区医1039 ニック 横浜市中区太田町６－７９　アブ
     ソルート横濱馬車道ビル５Ｆ
     045-228-9100  (045-228-9107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  661041,040.7 横濱　松宮整形外科リ〒231-0057 （時間外２）第1346号      平成29年 5月 1日
     中区医1040 ハビリテーションクリ横浜市中区曙町２－１９－１　新 （運Ⅱ）第735号           平成29年 5月 1日
     ニック 井ビル１Ｆ
     045-251-6411  (045-251-6412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662041,041.5 青山会関内クリニック〒231-0023 （ショ大）第59号          平成29年 5月 1日
     中区医1041 横浜市中区山下町２５２　グラン （デ大）第87号            平成29年 5月 1日
     ベル横浜ビル２Ｆ－１
     045-222-8400  (045-264-8440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663041,042.3 くどうメンタルクリニ〒231-0017
     中区医1042 ック関内 横浜市中区港町４－１６　馬車道
     德永ビル７Ｆ
     045-662-6644  (045-662-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664041,044.9 田島クリニック 〒231-0023 （時間外３）第41号        平成29年 9月 1日
     中区医1044 横浜市中区山下町１１８－１　エ
     トワール山下　１Ｆ
     045-264-8332  (045-264-8336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665041,045.6 ユイ・レディースクリ〒231-0011 （ＨＰＶ）第448号         平成30年 3月 1日
     中区医1045 ニック横浜 横浜市中区太田町６－７９　アブ
     ソルート横濱馬車道ビル３Ｆ
     045-633-2525  (045-633-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666041,046.4 横浜サトウクリニック〒231-0023
     中区医1046 横浜市中区山下町２３　日土地山
     下町ビル８Ｆ
     045-641-9650  (045-641-9692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667041,047.2 桜木町整形外科クリニ〒231-0064
     中区医1047 ック 横浜市中区野毛町３－１６０－４
     　ちぇるる野毛２Ｆ
     045-489-5235  (045-489-5225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668041,048.0 ほしの内科　横濱関内〒231-0016 （がん疼）第421号         平成30年 3月 1日
     中区医1048 クリニック 横浜市中区真砂町３－３８　セル
     テアネックス８Ｆ
     045-225-8022  (045-225-8021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669041,049.8 関内駅前内科クリニッ〒231-0016
     中区医1049 ク 横浜市中区真砂町３－３３　セル
     テ２Ｆ
     045-228-7592  (045-228-7593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  670050,011.6 公益財団法人神奈川県〒232-0033 （Ｃ・Ｍ）第789号         平成26年 2月 1日
     南医11 結核予防会　中央健康横浜市南区中村町３－１９１－７
     相談所 045-251-2364  (045-251-2394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671050,021.5 医療法人　佐藤病院 〒232-0006 一般        56（一般入院）第1311号      平成29年 4月 1日
     南医21 横浜市南区南太田１－１０－３ 療養        60（診療録２）第217号       平成27年 7月 1日
     045-731-1515  （感染防止２）第8号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第9号           平成24年 4月 1日
     （総合評価）第65号        平成22年 8月 1日
     （データ提）第154号       平成28年 4月 1日
     （退支）第155号           平成28年 6月 1日
     （認ケア）第43号          平成28年10月 1日
     （回２）第46号            平成27年 8月 1日
     （地包ケア１）第64号      平成29年 9月 1日
     （食）第118号             昭和33年10月 1日
     （がん指）第1002号        平成25年 6月 1日
     （肝炎）第24号            平成22年 4月 1日
     （薬）第29号              平成22年 6月 1日
     （機安１）第172号         平成27年 8月 1日
     （遠画）第47号            平成26年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第484号         平成25年12月 1日
     （脳Ⅰ）第159号           平成26年 1月 1日
     （運Ⅰ）第39号            平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第213号           平成28年11月 1日
     （集コ）第83号            平成26年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第3号           平成18年 4月 1日
     （輸適）第73号            平成24年 6月 1日
     （酸単）第38754号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672050,050.4 塚田医院 〒232-0033
     南医50 横浜市南区中村町３－１９９－３
     045-251-5748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673050,101.5 大川小児科医院 〒232-0032 （糖管）第4号             平成20年 4月 1日
     南医101 横浜市南区万世町２－２７ （１７５）第56号          平成14年 4月 1日
     045-231-4443  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674050,227.8 川田医院 〒232-0071 （喘管）第59号            平成20年 5月 1日
     南医227 横浜市南区永田北３－１４－３ （ニコ）第68号            平成29年 6月 1日
     045-712-6006  （１７５）第391号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675050,246.8 榊原医院 〒232-0003 （在医総管）第126号       平成18年 4月 1日
     南医246 横浜市南区西中町３－４４ （１７５）第392号         平成14年 4月 1日
     045-231-3080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  676050,250.0 松野医院 〒232-0066 （時間外２）第521号       平成22年 4月 1日
     南医250 横浜市南区六ツ川２－４１－２７ （外後発使）第255号       平成30年 1月 1日
     045-713-4161  （１７５）第394号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677050,264.1 宗教法人野村病院 〒232-0022 一般        60（一般入院）第1312号      平成18年 4月 1日
     南医264 横浜市南区高根町１－３ （看配）第1197号          平成18年 4月 1日
     045-251-2401  (045-252-3770) （看補）第332号           平成12年 4月 1日
     （食）第259号             昭和48年 8月 1日
     （がん指）第528号         平成24年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第774号         平成25年10月 1日
     （麻管Ⅰ）第53号          平成 8年 7月 1日
     （酸単）第38755号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678050,267.4 畑岡外科クリニック 〒232-0041 （１７５）第2882号        平成14年 7月 1日
     南医267 横浜市南区睦町２－１８１－４
     045-714-3438  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679050,273.2 公益財団法人明徳会　〒232-0007 療養        60（療養入院）第435号       平成22年 6月 1日
     南医273 清水ケ丘病院 横浜市南区清水ケ丘１７ （療養１）第44号          平成24年 8月 1日
     045-231-6714  （食）第278号             昭和50年 7月 1日
     （薬）第205号             平成11年 4月 1日
     （酸単）第38756号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680050,274.0 山屋内科医院 〒232-0063 （時間外１）第20号        平成24年 4月 1日
     南医274 横浜市南区中里４－１－１６ （糖管）第5号             平成20年 4月 1日
     045-714-5245  （がん指）第818号         平成25年 2月 1日
     （在医総管）第127号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681050,275.7 金杉小児科内科医院 〒232-0071
     南医275 横浜市南区永田北３－２－７
     045-714-0030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682050,278.1 佐治内科 〒232-0022
     南医278 横浜市南区高根町１－４
     045-261-9436  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683050,280.7 三沢内科クリニック 〒232-0054
     南医280 横浜市南区大橋町２－３４
     045-731-0507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684050,286.4 原整形外科医院 〒232-0067 （運Ⅱ）第686号           平成28年 3月 1日
     南医286 横浜市南区弘明寺２６８
     045-714-0037  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685050,291.4 南区休日急患診療所 〒232-0017 （小夜１）第10号          平成16年 4月 1日
     南医291 横浜市南区宿町４－７６－１ （１７５）第402号         平成14年 4月 1日
     045-731-2416  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  686050,295.5 泉谷内科医院 〒232-0066 （がん指）第1120号        平成26年 4月 1日
     南医295 横浜市南区六ツ川３－７５－８０
     045-742-6881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687050,301.1 カスヤ内科医院 〒232-0053 （１７５）第404号         平成14年 4月 1日
     南医301 横浜市南区井土ケ谷下町２１８－
     ２ヴェルトミ－ル井土ケ谷１Ｆ
     045-742-1836  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688050,304.5 根岸眼科医院 〒232-0054 （コン１）第78号          平成29年 3月 1日
     南医304 横浜市南区大橋町３－６４－６Ｎ
     Ｃビル１Ｆ
     045-713-1002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689050,306.0 六ツ川眼科医院 〒232-0066 （コン１）第79号          平成29年 4月 1日
     南医306 横浜市南区六ツ川３－７５－３３
     045-713-4562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690050,317.7 井土ケ谷眼科 〒232-0006 （コン１）第82号          平成29年 3月 1日
     南医317 横浜市南区南太田４－１３－２５
     045-714-1390  (045-714-1390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691050,318.5 西山耳鼻咽喉科医院 〒232-0063 （高）第294号             平成28年 9月 1日
     南医318 横浜市南区中里１－１１－１９ （酸単）第40629号         平成29年 4月 1日
     045-715-5282  (045-715-5284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692050,319.3 医療法人社団　大岡医〒232-0061 （時間外２）第946号       平成24年 4月 1日
     南医319 院 横浜市南区大岡２－１３－１５ （糖管）第6号             平成20年 4月 1日
     045-741-0552  (045-741-0552) （がん指）第524号         平成24年 5月 1日
     （酸単）第38757号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693050,321.9 医療法人社団青世会　〒232-0052 （ニコ）第1199号          平成29年 7月 1日
     南医321 きたがわ内科クリニッ横浜市南区井土ケ谷中町１２９ （支援診３）第1296号      平成28年 6月 1日
     ク 045-741-2185  (045-731-3156) （在医総管）第2005号      平成28年 6月 1日
     （在総）第1429号          平成28年 6月 1日
     （酸単）第40628号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694050,322.7 医療法人社団　南永田〒232-0075 （時間外２）第524号       平成22年 4月 1日
     南医322 診療所 横浜市南区永田みなみ台２－１２ （支援診２）第373号       平成29年 2月 1日
     －１０２ （がん指）第1229号        平成27年12月 1日
     045-714-4880  （在医総管）第130号       平成18年 4月 1日
     （１７５）第55号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695050,326.8 井上耳鼻咽喉科 〒232-0064
     南医326 横浜市南区別所３－８－３
     045-716-1133  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  696050,334.2 クリニックミクニ 〒232-0066
     南医334 横浜市南区六ツ川３－４０－１
     045-714-0392  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697050,338.3 西山皮膚科医院 〒232-0056
     南医338 横浜市南区通町４－１１８
     731-5414      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698050,341.7 医療法人社団　倶伸会〒232-0021 （時間外２）第525号       平成22年 4月 1日
     南医341 　渡辺医院 横浜市南区真金町１－３
     045-231-2658  (045-252-8822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699050,346.6 白石クリニック 〒232-0064
     南医346 横浜市南区別所５－２３－５
     045-743-0576  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700050,347.4 島田内科小児科クリニ〒232-0053
     南医347 ック 横浜市南区井土ケ谷下町４０－２
     045-731-4895  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701050,350.8 松橋皮膚科 〒232-0066
     南医350 横浜市南区六ツ川３－７６－３Ⅰ
     棟Ａ室
     045-714-9735  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702050,351.6 医療法人社団　慶博会〒232-0021 （ニコ）第478号           平成29年 7月 1日
     南医351 　村山クリニック 横浜市南区真金町１－７ （がん指）第523号         平成24年 5月 1日
     045-251-2500  （酸単）第38758号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703050,352.4 宮田整形外科 〒232-0064 （糖管）第7号             平成20年 4月 1日
     南医352 横浜市南区別所３－８－３
     045-716-2828  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704050,353.2 川崎整形外科 〒232-0053 （ニコ）第403号           平成29年 7月 1日
     南医353 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３　
     第２江洋ビル２Ｆ
     045-714-8866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705050,354.0 碧水脳神経外科クリニ〒232-0023 （支援診３）第69号        平成29年 4月 1日
     南医354 ック 横浜市南区白妙町２－７ （在医総管）第872号       平成18年 4月 1日
     045-252-0007  （神経）第16号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第705号         平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706050,358.1 内田内科クリニック 〒232-0033 （ニコ）第668号           平成29年 6月 1日
     南医358 横浜市南区中村町１－１－１アー （がん指）第529号         平成24年 5月 1日
     クヒルズ１Ｆ
     045-263-1255  (045-263-1255)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  707050,359.9 児島医院 〒232-0014 （時間外２）第526号       平成22年 4月 1日
     南医359 横浜市南区吉野町３－７－２ （糖管）第8号             平成20年 4月 1日
     045-261-4686  (045-261-4689) （がん指）第527号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第133号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708050,360.7 宮地小児科クリニック〒232-0066
     南医360 横浜市南区六ツ川３－８６－５
     045-716-1011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709050,361.5 医療法人社団　仁桂会〒232-0016 （時間外２）第527号       平成24年 4月 1日
     南医361 　鳥山医院 横浜市南区宮元町２－３４ （糖管）第9号             平成20年 4月 1日
     045-714-1913  (045-714-1913) （ニコ）第321号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第437号         平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710050,362.3 公平泌尿器科医院 〒232-0053 （がん指）第1092号        平成26年 1月 1日
     南医362 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３
     045-713-6311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711050,364.9 北浜医院 〒232-0064 （ニコ）第825号           平成29年 6月 1日
     南医364 横浜市南区別所３－８－３ （在医総管）第798号       平成18年 6月 1日
     045-712-1700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712050,368.0 鵜養医院 〒232-0016 （在医総管）第134号       平成18年 4月 1日
     南医368 横浜市南区宮元町３－５５
     045-731-2308  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713050,369.8 清水医院 〒232-0066 （がん指）第70号          平成22年 6月 1日
     南医369 横浜市南区六ツ川１－９９－１ （外後発使）第197号       平成28年 8月 1日
     045-742-3350  (045-742-3262) （酸単）第38759号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714050,370.6 医療法人社団　いむら〒232-0052 （がん指）第71号          平成22年 6月 1日
     南医370 診療所 横浜市南区井土ケ谷中町１６１－ （外後発使）第151号       平成28年 4月 1日
     ６グランデール井土が谷２Ｆ （１７５）第406号         平成14年 4月 1日
     045-721-3432  （酸単）第38760号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715050,373.0 石川内科クリニック 〒232-0056 （在医総管）第136号       平成18年 4月 1日
     南医373 横浜市南区通町４－１１８明和ビ
     ル２Ｆ
     045-731-3371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716050,380.5 西山胃腸循環器外科医〒232-0063 （時間外１）第413号       平成26年 4月 1日
     南医380 院 横浜市南区中里１－１１－１９ （地包加）第135号         平成26年 4月 1日
     045-714-5025  (045-714-5009) （がん指）第1119号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第139号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第38761号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  717050,381.3 坂井医院 〒232-0025 （がん指）第1225号        平成27年11月 1日
     南医381 横浜市南区高砂町３－２８Ｔｈａ
     ｎｋｓ　Ｌｉｆｅ　ＢＬＤ．１０
     １
     045-251-1508  (045-251-1508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718050,382.1 弘明クリニック 〒232-0056
     南医382 横浜市南区通町４－８４メルベイ
     ユ弘明寺２Ｆ
     045-721-3611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719050,383.9 飯田医院 〒232-0062 一般         3（時間外１）第21号        平成24年 4月 1日
     南医383 横浜市南区中里町２６７ （がん指）第1359号        平成29年 8月 1日
     045-712-4610  （在医総管）第873号       平成18年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第30号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720050,384.7 田中クリニック 〒232-0016 （がん指）第78号          平成22年 6月 1日
     南医384 横浜市南区宮元町４－９１織茂ビ （在医総管）第143号       平成18年 4月 1日
     ル２Ｆ （酸単）第38762号         平成29年 4月 1日
     045-743-2233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721050,386.2 高山整形外科 〒232-0052 （運Ⅰ）第299号           平成29年 7月 1日
     南医386 横浜市南区井土ヶ谷中町１６１－
     ３大八ビル２Ｆ
     045-741-9835  (045-721-2450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722050,388.8 宇南山小児科医院 〒232-0071 （外後発使）第132号       平成28年 4月 1日
     南医388 横浜市南区永田台３－３６－５
     045-714-1036  (045-714-1046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723050,389.6 加藤整形外科医院 〒232-0066
     南医389 横浜市南区六ツ川１－８７３－１
     ４
     045-742-5755  (045-742-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724050,391.2 中本クリニック 〒232-0067 （酸単）第38763号         平成29年 4月 1日
     南医391 横浜市南区弘明寺町１３４　ＧＭ
     ビル２Ｆ
     045-742-3500  (045-742-3500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725050,393.8 井土ヶ谷皮フ科クリニ〒232-0052
     南医393 ック 横浜市南区井土ケ谷中町１５６井
     土ヶ谷ビル２Ｆ
     045-721-1132  (045-721-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  726050,394.6 富永医院 〒232-0045 （外後発使）第154号       平成28年 5月 1日
     南医394 横浜市南区東蒔田町１６－１９
     045-741-6373  (045-713-5001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727050,395.3 よぎクリニック 〒232-0067
     南医395 横浜市南区弘明寺町２７０－９
     045-713-2113  (045-713-2166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728050,396.1 うらふね脳外科クリニ〒232-0024 （支援診３）第77号        平成29年 3月 1日
     南医396 ック 横浜市南区浦舟町４－５０ （在医総管）第145号       平成18年 4月 1日
     045-232-5040  (045-232-5041) （神経）第14号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第810号         平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729050,397.9 医療法人社団　光生会〒232-0056 （運Ⅱ）第746号           平成29年 8月 1日
     南医397 　中村整形外科 横浜市南区通町３－５３－２ （酸単）第38764号         平成29年 4月 1日
     045-713-7101  (045-713-7102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730050,398.7 蒔田皮フ科泌尿器科ク〒232-0044 （がん指）第1190号        平成27年 4月 1日
     南医398 リニック 横浜市南区榎町２－６９
     045-743-2282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731050,405.0 サードアイ眼科 〒232-0052 （ロー検）第12号          平成25年 3月 1日
     南医405 横浜市南区井土ケ谷中町１５６ （コン１）第91号          平成28年 4月 1日
     045-710-6788  (045-710-6787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732050,406.8 蒔田眼科クリニック 〒232-0016 （コン１）第403号         平成29年 3月 1日
     南医406 横浜市南区宮元町２－３７モルゲ
     ンロート蒔田１０１
     045-710-2977  (045-710-2988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733050,407.6 いでい耳鼻咽喉科医院〒232-0067 （高）第82号              平成16年 3月 1日
     南医407 横浜市南区弘明寺町１３４ＧＭビ （ニコ）第464号           平成29年 7月 1日
     ル１Ｆ （酸単）第38765号         平成29年 4月 1日
     045-715-4133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734050,413.4 医療法人社団　木下整〒232-0006 （時間外２）第918号       平成24年 4月 1日
     南医413 形外科 横浜市南区南太田１－２３－１３
     レジデンスヨコハマ南
     045-715-6066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735050,414.2 久保クリニック 〒232-0012
     南医414 横浜市南区南吉田町２－２８横浜
     コスタセイス１Ｆ
     045-253-2112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  736050,419.1 あずま医院 〒232-0007 （時間外２）第813号       平成22年 4月25日
     南医419 横浜市南区清水ケ丘１－２１ （地包加）第59号          平成27年 4月 1日
     045-231-7026  (045-231-7026) （小か診）第6号           平成28年 4月 1日
     （支援診３）第824号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第4号         平成26年 4月 1日
     （がん指）第97号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第1351号      平成22年 4月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737050,421.7 弓削医院 〒232-0041
     南医421 横浜市南区睦町１－７－５
     045-731-2653  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738050,422.5 よなみね内科クリニッ〒232-0015 （時間外２）第531号       平成22年 4月 1日
     南医422 ク 横浜市南区共進町１－３４ （ニコ）第457号           平成29年 7月 1日
     045-720-6008  (045-721-6171) （がん指）第530号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第150号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739050,423.3 湯山耳鼻咽喉科クリニ〒232-0053 （高）第75号              平成14年 4月 1日
     南医423 ック 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３第
     ２江洋ビル４Ｆ
     045-742-3314  (045-742-2660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740050,424.1 吉野町眼科 〒232-0013 （コン１）第92号          平成29年 2月 1日
     南医424 横浜市南区山王町４－２６－３
     045-260-6726  (045-260-6736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741050,426.6 小田切呼吸器科クリニ〒232-0021 （時間外２）第532号       平成22年 4月 1日
     南医426 ック 横浜市南区真金町２－２０－８Ｌ （がん指）第1082号        平成25年11月 1日
     Ｍ横浜長者町南１Ｆ （外後発使）第16号        平成28年 4月 1日
     045-253-4159  (045-253-4156) （酸単）第38766号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742050,427.4 宮本皮ふ科形成外科ク〒232-0017
     南医427 リニック 横浜市南区宿町２－５３秋本ビル
     ４Ｆ
     045-742-3106  (045-742-3106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743050,433.2 早川皮フ科クリニック〒232-0056
     南医433 横浜市南区通町４－８４メルベイ
     ユ弘明寺３Ｆ
     045-711-8632  (045-711-8633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744050,434.0 横浜みのるクリニック〒232-0064 一般        19（診入院）第592号         平成22年 4月 1日
     南医434 横浜市南区別所１－１３－８ （ニコ）第349号           平成29年 7月 1日
     045-722-8655  (045-722-8656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  745050,435.7 ウイメンズクリニック〒232-0071 一般         2（ＨＰＶ）第18号          平成22年 4月 1日
     南医435 井土ヶ谷 横浜市南区井土ヶ谷中町１６１－ （１７５）第401号         平成15年11月25日
     ６－２０５
     045-714-2203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746050,436.5 南メディカルクリニッ〒232-0052 （がん疼）第93号          平成23年 1月 1日
     南医436 ク 横浜市南区井土ケ谷中町１２７－ （支援診３）第1215号      平成28年 5月 1日
     １ （在診実２）第8号         平成28年 5月 1日
     045-722-3885  (045-722-3886) （在医総管）第152号       平成18年 4月 1日
     （在総）第426号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747050,437.3 江川内科クリニック 〒232-0042
     南医437 横浜市南区堀ノ内町２－１３６－
     １６エンゼルハイム蒔田１階１号
     室
     045-720-4883  (045-720-4894)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748050,438.1 みなみメンタルヘルス〒232-0067
     南医438 クリニック 横浜市南区弘明寺町１５９
     045-731-4627  (045-731-4627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749050,441.5 近藤ひふ科医院 〒232-0071
     南医441 横浜市南区永田北３－３２－１
     045-741-8312  (045-741-5697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750050,443.1 さいとう整形外科クリ〒232-0011 （時間外２）第1311号      平成28年 8月 1日
     南医443 ニック 横浜市南区日枝町３－９１－２ （運Ⅱ）第369号           平成19年 4月 1日
     045-243-2217  (045-243-2306) （酸単）第38767号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  751050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（病初診）第38号          平成22年 4月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50（外来環）第156号         平成20年 4月 1日
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) （一般入院）第1535号      平成29年 1月 1日
     （超急性期）第2号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第24号        平成17年 4月 1日
     （事補２）第52号          平成28年 5月 1日
     （急性看補）第105号       平成27年 8月 1日
     （看夜配）第76号          平成29年 1月 1日
     （療）第41号              平成29年 3月 1日
     （重）第137号             平成28年11月 1日
     （無菌１）第5号           平成26年 4月 1日
     （無菌２）第9号           平成30年 3月 1日
     （緩診）第30号            平成26年 8月 1日
     （精応）第2号             平成17年 4月 1日
     （精入学）第6号           平成17年 4月 1日
     （精合併加算）第43号      平成20年10月 1日
     （精リエ）第10号          平成27年 2月 1日
     （摂食障害）第13号        平成28年 6月 1日
     （医療安全１）第27号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第21号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第46号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第17号        平成19年 1月 1日
     （ハイ妊娠）第8号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第18号        平成21年 4月 1日
     （精救急紹介）第5号       平成24年 4月 1日
     （総合評価）第133号       平成29年 8月 1日
     （呼吸チ）第11号          平成22年 6月 1日
     （病棟薬１）第111号       平成28年11月 1日
     （病棟薬２）第32号        平成29年11月 1日
     （データ提）第33号        平成24年10月 1日
     （退支）第7号             平成28年 8月 1日
     （認ケア）第166号         平成30年 3月 1日
     （精疾診）第12号          平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第13号        平成20年 4月 1日
     （救３）第1号             平成26年 5月 1日
     （救４）第5号             平成28年10月 1日
     （集１）第8号             平成28年 9月 1日
     （集３）第38号            平成28年 9月 1日
     （ハイケア１）第33号      平成28年12月 1日
     （周）第4号               平成26年 4月 1日
     （新回復）第1号           平成22年 4月 1日
     （小入２）第1号           平成25年 4月 1日
     （精合併）第3号           平成26年 7月 1日
     （食）第10号              平成17年 4月 1日
     （糖管）第137号           平成23年 6月 1日
     （がん疼）第8号           平成22年11月 1日
     （がん指１）第94号        平成29年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん指２）第78号        平成29年 8月 1日
     （がん指３）第25号        平成27年 2月 1日
     （外緩）第18号            平成26年 8月 1日
     （移植管臓）第11号        平成27年 4月 1日
     （移植管造）第5号         平成25年 5月 1日
     （放射診）第27号          平成25年 9月 1日
     （ニコ）第266号           平成29年 5月 1日
     （がん計）第23号          平成25年 7月 1日
     （肝炎）第8号             平成22年 4月 1日
     （薬）第62号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第8号           平成20年 4月 1日
     （機安２）第2号           平成20年 4月 1日
     （機安歯）第16号          平成25年 7月 1日
     （医管）第249号           平成22年 8月 1日
     （持血測）第20号          平成27年 3月 1日
     （ＨＰＶ）第21号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第141号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第53号            平成27年 5月 1日
     （国標）第1号             平成28年 4月 1日
     （血内）第8号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第19号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第12号          平成24年 4月 1日
     （神経）第18号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第58号            平成29年 7月 1日
     （小検）第8号             平成18年 4月 1日
     （誘発）第4号             平成22年 4月 1日
     （画１）第11号            平成17年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第536号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第53号          平成23年 1月 1日
     （心臓Ｍ）第45号          平成20年10月 1日
     （抗悪処方）第67号        平成23年 8月 1日
     （外化１）第112号         平成20年10月 1日
     （菌）第16号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第5号             平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第27号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第217号           平成26年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第52号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第62号        平成27年 9月 1日
     （歯リハ２）第12号        平成26年 4月 1日
     （児春専）第6号           平成28年 5月 1日
     （認２）第36号            平成29年10月 1日
     （抗治療）第4号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第37号        平成17年 4月 1日
     （エタ甲）第45号          平成18年 4月 1日
     （エタ副甲）第12号        平成18年 4月 1日
     （透析水２）第40号        平成24年 4月 1日
     （組再乳）第7号           平成25年10月 4日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （自家）第13号            平成27年12月 1日
     （脳刺）第25号            平成17年 4月 1日
     （脊刺）第22号            平成17年 4月 1日
     （緑内イ）第7号           平成26年 4月 1日
     （網膜再）第8号           平成26年 4月 1日
     （植補聴）第5号           平成25年 2月22日
     （歯顎移）第13号          平成24年10月 1日
     （乳セ１）第7号           平成22年 5月 1日
     （乳セ２）第7号           平成22年 5月 1日
     （乳腫）第9号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第7号         平成25年10月 4日
     （経特）第12号            平成17年 4月 1日
     （カ大弁置）第3号         平成28年 1月 1日
     （ペ）第88号              平成17年 4月 1日
     （両ペ）第13号            平成17年 4月 1日
     （除）第3号               平成28年 4月 1日
     （両除）第1号             平成20年 4月 1日
     （大）第46号              平成17年 4月 1日
     （補心）第10号            平成17年 4月 1日
     （胆腫）第7号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第2号             平成22年 4月 1日
     （腹膵切）第7号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第11号          平成24年 4月 1日
     （腎植）第1号             平成20年 4月 1日
     （生腎）第1号             平成20年 4月 1日
     （腹膀）第3号             平成24年 4月 1日
     （腹前）第27号            平成30年 1月 1日
     （腹子）第22号            平成29年 4月 1日
     （胃瘻造）第52号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第28号          平成20年 1月 1日
     （輸適）第126号           平成30年 2月 1日
     （貯輸）第4号             平成26年 4月 1日
     （造設前）第67号          平成25年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第37号        平成26年 4月 1日
     （人工歯根）第1号         平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第13号          平成17年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第1号           平成22年 4月 1日
     （放専）第14号            平成17年 4月 1日
     （外放）第2号             平成20年 4月 1日
     （高放）第92号            平成18年 4月 1日
     （増線）第14号            平成26年 4月 1日
     （強度）第4号             平成22年 8月 1日
     （画誘）第3号             平成22年 4月 1日
     （直放）第18号            平成22年12月 1日
     （連携診）第7号           平成29年 8月 1日
     （病理診２）第5号         平成24年 4月 1日
     （補管）第436号           平成17年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （矯診）第157号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第125号           平成18年 4月 1日
     （先１４０）第15号        平成22年 8月 1日
     （先－１９１）第1号       平成24年 2月 1日
     （先－２５７）第1号       平成27年 7月 1日
     （先－２９６）第1号       平成30年 2月 1日
     （先－３０２）第2号       平成30年 3月 1日
     （酸単）第38768号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752050,445.6 池田医院 〒232-0067 （ニコ）第412号           平成29年 7月 1日
     南医445 横浜市南区弘明寺町１５９ （がん指）第1036号        平成25年 6月 1日
     045-731-0203  (045-721-8682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753050,446.4 中村クリニック 〒232-0053
     南医446 横浜市南区井土ケ谷下町２８－１
     ６　１Ｆ
     045-720-1266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754050,447.2 横浜神経内科・内科ク〒232-0066 （在医総管）第153号       平成28年 4月 1日
     南医447 リニック 横浜市南区六ツ川１－２１１－１ （神経）第15号            平成20年 4月 1日
     045-712-3366  (045-712-3526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755050,448.0 南六ツ川クリニック 〒232-0066 （時間外１）第518号       平成28年 4月 1日
     南医448 横浜市南区六ツ川４－１１７１－ （支援診２）第189号       平成29年 4月 1日
     １ （在医総管）第704号       平成18年 4月 1日
     045-823-4717  （在総）第428号           平成18年 4月 1日
     （補管）第5371号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756050,449.8 下田医院 〒232-0061 （在医総管）第155号       平成18年 4月 1日
     南医449 横浜市南区大岡２－１５－２９
     045-731-3577  (045-714-3772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757050,450.6 横浜ひまわりクリニッ〒232-0003 （時間外２）第534号       平成22年 4月 1日
     南医450 ク 横浜市南区西中町４－７２ （ニコ）第225号           平成29年 7月 1日
     045-231-5550  (045-231-5588) （がん指）第525号         平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758050,454.8 浦舟金沢内科クリニッ〒232-0024 （酸単）第38769号         平成29年 4月 1日
     南医454 ク 横浜市南区浦舟町４－４７－２－
     ２０１
     045-250-6077  (045-250-6078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759050,455.5 医療法人社団　善仁会〒232-0013 （時間外２）第855号       平成23年 4月 4日
     南医455 　吉野町第一クリニッ横浜市南区山王町３－２４－８　 （糖管）第216号           平成26年10月 1日
     ク 港横浜ビル２Ｆ （透析水２）第82号        平成24年 7月 1日
     045-260-6322  (045-260-6246) （肢梢）第143号           平成28年12月 1日
     （酸単）第38770号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  760050,456.3 山王クリニック 〒232-0013 （がん指）第526号         平成24年 5月 1日
     南医456 横浜市南区山王町２－２２ル・ヴ （外後発使）第17号        平成28年 4月 1日
     ァン・スレーブ山王１０１号室
     045-252-2536  (045-252-8036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761050,457.1 あかりクリニック 〒232-0024
     南医457 横浜市南区浦舟町４－４７－２－
     ２０３
     045-260-7920  (045-260-7921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762050,458.9 医療法人　清和会　吉〒232-0014 （ＨＰＶ）第54号          平成26年 4月 1日
     南医458 野町レディースクリニ横浜市南区吉野町４－１９ （酸単）第38771号         平成29年 4月 1日
     ック 045-251-7377  (045-252-0169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763050,459.7 サラクリニック 〒232-0024 （ハイ妊娠）第9号         平成21年 4月 1日
     南医459 横浜市南区浦舟町４－４７－２　 （支援診３）第608号       平成29年 4月 1日
     メディカルコートマリス３０２ （ハイⅠ）第19号          平成20年 4月 1日
     045-260-6620  (045-260-6621) （在医総管）第1037号      平成20年 1月 1日
     （在総）第807号           平成20年 1月 1日
     （ＨＰＶ）第40号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764050,460.5 せきど脳神経外科クリ〒232-0056 （ニコ）第1117号          平成29年 6月 1日
     南医460 ニック 横浜市南区通町４－８２－１　１ （神経）第239号           平成26年12月26日
     Ｆ （Ｃ・Ｍ）第827号         平成27年 2月 1日
     045-712-0702  (045-712-0723) （酸単）第40581号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765050,461.3 六ッ川耳鼻咽喉科クリ〒232-0066
     南医461 ニック 横浜市南区六ツ川３－７９－１５
     　金子ビル２階
     045-730-6272  (045-730-6272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766050,462.1 医療法人　福和会　南〒232-0064 （時間外１）第67号        平成24年 4月 1日
     南医462 横浜さくらクリニック横浜市南区別所１－２－５ＫＥＳ （がん疼）第401号         平成29年 8月 1日
     ビル３Ｆ （支援診２）第210号       平成28年11月 1日
     045-716-0088  (045-716-0811) （在医総管）第995号       平成19年 7月 1日
     （在総）第781号           平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767050,464.7 はやし整形外科 〒232-0024 （時間外２）第919号       平成24年 4月 1日
     南医464 横浜市南区浦舟町３－３４カーザ （運Ⅱ）第36号            平成19年11月 1日
     ・ペルラ２Ｆ
     045-253-8843  (045-253-8847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768050,465.4 もみやまクリニック 〒232-0024 （がん指）第126号         平成22年 9月 1日
     南医465 横浜市南区浦舟町３－３４カーザ
     ・ペルラ３Ｆ
     045-231-0231  (045-231-5211)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  769050,468.8 三上耳鼻咽喉科 〒232-0006
     南医468 横浜市南区南太田１－４－３２セ
     ルリアン南太田１Ｆ－Ａ
     045-722-3341  (045-722-3340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770050,469.6 わかたけプラザクリニ〒232-0003 （がん指）第1081号        平成25年11月 1日
     南医469 ック 横浜市南区西中町２－３１ （在医総管）第1360号      平成22年 8月 1日
     045-231-0656  (045-231-3405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771050,470.4 医療法人社団　松和会〒232-0056 （時間外２）第408号       平成22年 4月 1日
     南医470 　弘明寺腎クリニック横浜市南区通町４－９４神奈中弘 （透析水２）第9号         平成24年 4月 1日
     明寺ビル３・４Ｆ （肢梢）第121号           平成28年 9月 1日
     045-730-5255  (045-722-3133) （酸単）第38772号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772050,471.2 ふたば整形外科 〒232-0026
     南医471 横浜市南区二葉町１－１－３０
     045-260-0211  (045-260-0210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773050,473.8 上六ッ川内科クリニッ〒232-0066 （ニコ）第589号           平成29年 7月 1日
     南医473 ク 横浜市南区六ツ川１－８７３－３ （がん指）第81号          平成22年 6月 1日
     サンシティビル１Ｆ （在医総管）第1325号      平成22年 4月 1日
     045-306-8026  (045-306-8027) （酸単）第38773号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  774050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 一般       379（病初診）第41号          平成22年 4月 1日
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４精神        40（外来環）第755号         平成28年 4月 1日
     南医474 045-711-2351  (045-721-3324) （歯特連）第22号          平成22年 4月 1日
     （一般入院）第1776号      平成28年10月 1日
     （精神入院）第2167号      平成23年 3月 1日
     （診療録２）第246号       平成29年 7月 1日
     （事補２）第143号         平成27年 9月 1日
     （急性看補）第128号       平成26年 1月 1日
     （療）第123号             平成22年 4月 1日
     （重）第190号             平成22年 4月 1日
     （無菌１）第1号           平成25年 4月 1日
     （無菌２）第25号          平成25年 4月 1日
     （緩診）第28号            平成25年 8月 1日
     （精合併加算）第47号      平成22年 4月 1日
     （摂食障害）第7号         平成22年 5月 1日
     （医療安全１）第182号     平成22年 4月 1日
     （感染防止１）第5号       平成26年 4月 1日
     （患サポ）第14号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第36号        平成23年 1月 1日
     （ハイ妊娠）第92号        平成22年 4月 1日
     （ハイ分娩）第67号        平成22年 4月 1日
     （データ提）第89号        平成24年10月 1日
     （退支）第178号           平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第17号        平成22年 4月 1日
     （集３）第107号           平成28年10月 1日
     （周）第6号               平成26年10月 1日
     （小入１）第4号           平成29年11月 1日
     （小入４）第48号          平成22年 4月 1日
     （児春入）第1号           平成24年 4月 1日
     （食）第648号             平成22年 4月 1日
     （高）第218号             平成22年 4月 1日
     （がん疼）第89号          平成22年 5月 1日
     （がん指１）第28号        平成22年 5月 1日
     （がん指２）第13号        平成26年 4月 1日
     （外緩）第16号            平成25年 8月 1日
     （移植管造）第9号         平成27年 7月 1日
     （ニコ）第578号           平成29年 7月 1日
     （薬）第313号             平成22年 5月 1日
     （機安１）第143号         平成22年 4月 1日
     （医管）第1531号          平成22年 4月 1日
     （持血測）第19号          平成27年 2月 1日
     （遺伝検）第1号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第231号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第217号           平成22年 4月 1日
     （検Ⅳ）第21号            平成22年 5月 1日
     （遺伝カ）第6号           平成22年 4月 1日
     （胎心エコ）第19号        平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歩行）第70号            平成26年 4月 1日
     （長）第15号              平成22年 4月 1日
     （神経）第167号           平成22年 4月 1日
     （補聴）第41号            平成22年 4月 1日
     （ロー検）第17号          平成25年 6月 1日
     （小検）第55号            平成22年 4月 1日
     （誘発）第30号            平成22年 5月 1日
     （画２）第93号            平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第491号         平成26年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第46号          平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第53号          平成22年 4月 1日
     （抗悪処方）第54号        平成22年 5月 1日
     （外化１）第147号         平成26年 3月 1日
     （菌）第119号             平成22年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第117号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第143号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第158号           平成24年 4月 1日
     （障）第47号              平成22年 4月 1日
     （がんリハ）第71号        平成28年 2月 1日
     （集コ）第63号            平成22年 4月 1日
     （歯リハ２）第10号        平成26年 4月 1日
     （児春専）第7号           平成28年 6月 1日
     （精）第68号              平成22年 4月 1日
     （医療保護）第63号        平成22年 4月 1日
     （う蝕無痛）第81号        平成23年 9月 1日
     （同種）第3号             平成29年 3月 1日
     （頭移）第8号             平成29年12月 1日
     （脳刺）第35号            平成22年 4月 1日
     （脊刺）第37号            平成22年 4月 1日
     （顎移）第5号             平成22年 4月 1日
     （ペ）第181号             平成22年 4月 1日
     （大）第101号             平成22年 4月 1日
     （生）第7号               平成22年 4月 1日
     （人工尿）第1号           平成24年 4月 1日
     （胎羊）第2号             平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第122号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第139号         平成29年12月 1日
     （自生接）第10号          平成29年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第176号         平成22年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第21号          平成22年 5月 1日
     （高放）第139号           平成29年 8月 1日
     （病理診１）第4号         平成24年 4月 1日
     （補管）第6122号          平成22年 4月 1日
     （矯診）第177号           平成22年 4月 1日
     （先―１８３）第1号       平成23年 4月 1日
     （先－１９５）第1号       平成24年 9月 1日
     （酸単）第38774号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  775050,475.3 水野医院 〒232-0005
     南医475 横浜市南区白金町１－９
     045-231-0247  (045-231-0247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776050,476.1 かめざわ眼科 〒232-0064 （コン１）第554号         平成28年 5月 1日
     南医476 横浜市南区別所３－８－３　クリ
     ニックビル３Ｆ・４Ｆ
     045-731-1113  (045-731-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777050,477.9 弘明寺アイハートクリ〒232-0066 （ニコ）第967号           平成29年 6月 1日
     南医477 ニック 横浜市南区六ツ川１－５０ （コン１）第558号         平成29年 3月 1日
     045-731-5650  (045-731-5651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778050,478.7 みうらクリニック 〒232-0006 （時間外２）第887号       平成23年 7月 1日
     南医478 横浜市南区南太田１－２９－２　 （ニコ）第794号           平成29年 7月 1日
     ｍａｉｓｏｎ　ｙ．１Ｆ （支援診３）第1395号      平成29年 7月 1日
     045-712-0260  (045-712-0260) （がん指）第265号         平成23年 7月 1日
     （在医総管）第2115号      平成29年 7月 1日
     （酸単）第38775号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779050,479.5 横浜みなと眼科 〒232-0024 （コン１）第575号         平成29年 2月 1日
     南医479 横浜市南区浦舟町４－４７－２メ （先１４０）第27号        平成26年 3月 1日
     ディカルコートマリス
     045-243-1313  (045-243-1310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780050,481.1 北郷耳鼻咽喉科クリニ〒232-0056
     南医481 ック 横浜市南区通町１－２
     045-715-1133  (045-731-5635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781050,482.9 医療法人　アリア　大〒232-0024
     南医482 沼皮フ科 横浜市南区浦舟町４－５０－４パ
     ティオ富貴２Ｆ　２０１
     045-252-1241  (045-252-2065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782050,483.7 ともともクリニック 〒232-0061 （時間外２）第1086号      平成24年 9月 1日
     南医483 横浜市南区大岡４－７－６ （支援診３）第1187号      平成29年 4月 1日
     045-743-3782  (045-341-3147) （在医総管）第1787号      平成26年 7月 1日
     （在総）第1337号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783050,484.5 みらい在宅クリニック〒232-0024 （がん疼）第219号         平成24年12月 1日
     南医484 横浜市南区浦舟町２－２２ベイシ （支援診２）第198号       平成29年 4月 1日
     ティコート横浜１０２ （在緩診実）第3号         平成28年 4月 1日
     045-326-6992  (045-326-6993) （在医総管）第1604号      平成24年12月 1日
     （在総）第1165号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  784050,485.2 ワイズクリニック 〒232-0061 （在医総管）第1682号      平成25年 7月 1日
     南医485 横浜市南区大岡５－１１－１８ （運Ⅱ）第579号           平成25年 7月 1日
     045-712-0071  (045-711-5833) （酸単）第38776号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785051,000.8 ゆいこどもクリニック〒232-0067 （酸単）第38777号         平成29年 4月 1日
     南医1000 横浜市南区弘明寺町１４４－１水
     谷ビル２Ｆ　２０３
     045-730-4152  (045-730-4146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786051,001.6 相原アレルギー科・小〒232-0022 （ニコ）第1103号          平成29年 7月 1日
     南医1001 児科クリニック 横浜市南区高根町３－１７ストー （小検）第81号            平成26年 5月 1日
     ク大通り公園参番館２０１
     045-261-0737  (045-261-0737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787051,002.4 医療法人社団善仁会　〒232-0006 （時間外２）第1170号      平成26年 6月 1日
     南医1002 井土ヶ谷腎クリニック横浜市南区南太田３－１８－１　 （透析水２）第178号       平成26年10月 1日
     １Ｆ （肢梢）第144号           平成28年12月 1日
     045-711-8090  (045-711-8092) （酸単）第38778号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788051,003.2 いどがやケンズクリニ〒232-0053 （時間外１）第442号       平成26年 8月 1日
     南医1003 ック 横浜市南区井土ケ谷下町２１３第 （ニコ）第1090号          平成29年 7月 1日
     ２江洋ビル３Ｆ
     045-721-1024  (045-721-1028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789051,004.0 室井内科クリニック 〒232-0071 （在医総管）第1851号      平成27年 1月 1日
     南医1004 横浜市南区永田北２－５４－２６
     ヴェルデワン１Ｆ
     045-712-2215  (045-721-2218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790051,005.7 弘明寺清水眼科 〒232-0066
     南医1005 横浜市南区六ツ川１－７０－９
     045-720-3360  (045-720-3357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791051,006.5 うらふね耳鼻咽喉科 〒232-0024
     南医1006 横浜市南区浦舟町１－２－３丸井
     ビル１Ｆ
     045-252-3387  (045-252-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792051,007.3 井土ヶ谷ふじい内科 〒232-0072 （ニコ）第1290号          平成29年 6月 1日
     南医1007 横浜市南区永田東１－３－２０　
     井土ヶ谷クリニックビル２Ｆ
     045-334-7861  (045-334-7862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793051,008.1 原クリニック 〒232-0024
     南医1008 横浜市南区浦舟町１－１　メディ
     カル浦舟７Ｆ
     045-252-6622  (045-252-6057)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  794051,009.9 医療法人社団鴻鵠会　〒232-0024
     南医1009 睦町クリニック 横浜市南区浦舟町４－４７－２　
     メディカルコートマリス３Ｆ
     045-315-5906  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795057,110.9 向井外科産婦人科医院〒232-0004 一般         8
     南医110 横浜市南区前里町４－１０１
     045-231-0218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  796060,010.6 横浜保土ケ谷中央病院〒240-0066 一般       241（病初診）第35号          平成22年 4月 1日
     (066,010.0) 横浜市保土ケ谷区釜台町４３－１ （外来環）第95号          平成20年 4月 1日
     保医10 045-331-1251  （歯特連）第11号          平成22年 4月 1日
     （一般入院）第1712号      平成28年12月 1日
     （診療録２）第3号         平成12年 4月 1日
     （急性看補）第96号        平成29年 6月 1日
     （医療安全１）第131号     平成25年 5月 1日
     （感染防止２）第25号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第47号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第74号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第34号        平成24年10月 1日
     （退支）第194号           平成29年 6月 1日
     （地歯入院）第16号        平成22年 4月 1日
     （ハイケア１）第25号      平成27年10月 1日
     （地包ケア１）第59号      平成28年11月 1日
     （食）第44号              昭和33年10月 1日
     （高）第208号             平成22年 4月 1日
     （糖管）第91号            平成21年 4月 1日
     （がん疼）第5号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第84号        平成27年10月 1日
     （がん指２）第29号        平成26年 4月 1日
     （糖防管）第22号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第230号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第1272号        平成28年 8月 1日
     （肝炎）第7号             平成22年 4月 1日
     （薬）第40号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第113号         平成20年 4月 1日
     （医管）第1525号          平成22年 4月 1日
     （持血測）第35号          平成28年 9月 1日
     （検Ⅰ）第5号             平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第49号            平成26年 7月 1日
     （画１）第76号            平成21年 4月 1日
     （画２）第89号            平成21年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第537号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第38号          平成21年 7月 1日
     （心臓Ｍ）第46号          平成21年 9月 1日
     （抗悪処方）第5号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第69号          平成20年 4月 1日
     （菌）第122号             平成22年 8月 1日
     （心Ⅰ）第61号            平成29年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第382号           平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第7号             平成29年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第7号             平成18年 4月 1日
     （歯リハ２）第13号        平成26年 4月 1日
     （エタ甲）第60号          平成22年 4月 1日
     （エタ副甲）第26号        平成22年 4月 1日
     （透析水２）第41号        平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歯ＣＡＤ）第2544号      平成28年 5月 1日
     （緑内イ）第8号           平成26年 4月 1日
     （乳セ２）第67号          平成27年 8月 1日
     （ペ）第119号             平成11年12月 1日
     （大）第56号              平成11年12月 1日
     （早大腸）第73号          平成29年 6月 1日
     （腎）第64号              平成25年 6月 1日
     （膀胱）第27号            平成27年10月 1日
     （人工尿）第7号           平成27年 7月 1日
     （胃瘻造）第53号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第51号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第25号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第21号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第38号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第226号         平成27年10月 1日
     （補管）第501号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38779号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797060,074.2 社会福祉法人幼年保護〒240-0066 （１７５）第88号          平成14年 4月 1日
     保医74 会　若葉診療所 横浜市保土ケ谷区釜台町１８－２
     045-331-5884  (045-331-5013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798060,158.3 一般財団法人神奈川県〒240-0003 （ＨＰＶ）第296号         平成23年 4月 1日
     保医158 労働衛生福祉協会附属横浜市保土ケ谷区天王町２－４４ （Ｃ・Ｍ）第794号         平成26年 3月 1日
     診療所 －９ （酸単）第38780号         平成29年 4月 1日
     045-335-6901  (045-335-7179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799060,167.4 川崎産婦人科医院 〒240-0025 一般         4（１７５）第423号         平成14年 4月 1日
     保医167 横浜市保土ケ谷区狩場町３０３－
     ８５
     045-712-8057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800060,168.2 藤江眼科医院 〒240-0044 （１７５）第87号          平成14年 4月 1日
     保医168 横浜市保土ケ谷区仏向町５１
     045-331-4111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  801060,202.9 医療法人正永会　港北〒240-0053 精神       210（精神入院）第2125号      平成29年10月 1日
     (066,202.3) 病院 横浜市保土ケ谷区新井町４８６ （看配）第1290号          平成29年12月 1日
     保医202 045-381-0180  (045-381-1003) （看補）第1034号          平成13年 6月 1日
     （精移行）第42号          平成27年 4月 1日
     （医療安全２）第272号     平成28年 9月 1日
     （感染防止２）第140号     平成27年 9月 1日
     （精救急受入）第3号       平成24年 4月 1日
     （後発使１）第56号        平成28年 5月 1日
     （食）第168号             昭和37年 6月 1日
     （薬）第347号             平成25年 9月 1日
     （精）第63号              平成20年 5月 1日
     （ショ大）第39号          平成23年 5月 1日
     （デ大）第70号            平成23年 5月 1日
     （医療保護）第2号         平成16年 4月 1日
     （補管）第478号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38781号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802060,205.2 窪田医院 〒240-0051 （１７５）第437号         平成14年 4月 1日
     保医205 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１
     －１２　県営笹山団地内
     381-5674      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803060,207.8 藤田医院 〒240-0053 （１７５）第442号         平成14年 4月 1日
     保医207 横浜市保土ケ谷区新井町４６５－
     １
     045-381-0480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804060,228.4 中谷医院 〒240-0045 （外後発使）第169号       平成28年 6月 1日
     保医228 横浜市保土ケ谷区川島町１４８５
     045-373-5820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805060,230.0 足立医院 〒240-0013 （１７５）第34号          平成14年 4月 1日
     保医230 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１６
     045-331-7233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  806060,234.2 医療法人社団　静心会〒240-0067 精神       182（精神入院）第2148号      平成29年11月 1日
     保医234 　常盤台病院 横浜市保土ケ谷区常盤台７０－２ （看配）第1284号          平成28年 8月 1日
     ６ （看補）第441号           平成24年 9月 1日
     045-341-7700  (045-337-2054) （精移行）第45号          平成28年 4月 1日
     （精合併加算）第53号      平成23年12月 1日
     （精救急受入）第4号       平成24年 4月 1日
     （後発使１）第2号         平成28年 4月 1日
     （精療）第51号            平成29年11月 1日
     （食）第153号             昭和52年 8月 1日
     （薬）第346号             平成25年 6月 1日
     （精）第56号              平成18年12月 1日
     （ショ大）第50号          平成26年11月 1日
     （デ大）第78号            平成26年11月 1日
     （医療保護）第62号        平成22年 4月 1日
     （酸単）第38782号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807060,235.9 丸山医院 〒240-0003
     保医235 横浜市保土ケ谷区天王町２－４２
     －２天王町団地３ー１０２
     045-335-6799  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808060,248.2 保土ケ谷区休日急患診〒240-0003 （小夜１）第11号          平成16年 4月 1日
     保医248 療所 横浜市保土ケ谷区天王町１－２１
     045-335-6333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809060,254.0 北原医院 〒240-0051 （時間外２）第537号       平成22年 4月 1日
     保医254 横浜市保土ケ谷区上菅田町５９ （画１）第78号            平成21年 4月13日
     045-381-1622  (045-381-1622) （Ｃ・Ｍ）第893号         平成28年10月 1日
     （外後発使）第155号       平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810060,258.1 清水ケ丘セツルメント〒240-0023 （地包加）第121号         平成26年 4月 1日
     保医258 診療所 横浜市保土ケ谷区岩井町２２２－ （支援診３）第86号        平成29年 4月 1日
     １ （在医総管）第160号       平成18年 4月 1日
     045-712-3521  （在総）第434号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38783号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811060,262.3 吉田クリニック 〒240-0006 （がん指）第980号         平成25年 5月 1日
     保医262 横浜市保土ケ谷区星川１－１５－ （外後発使）第18号        平成28年 4月 1日
     ２０
     045-341-2231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812060,269.8 砂川医院 〒240-0035
     保医269 横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘１－２
     ６－１６
     045-351-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  813060,273.0 杉本皮膚科 〒240-0001
     保医273 横浜市保土ケ谷区川辺町２－２
     045-333-4422  (045-341-9796)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814060,276.3 和田耳鼻咽喉科 〒240-0044
     保医276 横浜市保土ケ谷区仏向町２５６
     045-334-0009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815060,277.1 医療法人社団　くぬぎ〒240-0045
     保医277 台診療所 横浜市保土ケ谷区川島町１４０４
     くぬぎ台団地１－５－１０４
     045-371-5278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816060,285.4 三浦クリニック 〒240-0006
     保医285 横浜市保土ケ谷区星川２－３－３
     第５大幸ビル１Ｆ
     045-336-3381  (045-336-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817060,291.2 宮川内科小児科医院 〒240-0004 （ニコ）第600号           平成29年 7月 1日
     保医291 横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－ （がん指）第1338号        平成29年 3月 1日
     １ （酸単）第38784号         平成29年 4月 1日
     045-331-2478  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818060,292.0 医療法人社団康生会　〒240-0006
     保医292 やのクリニック 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１
     星川ＳＦビル　３Ｆ
     045-334-1961  (045-334-1971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819060,295.3 あだち小児科 〒240-0013 （時間外２）第920号       平成24年 4月 1日
     保医295 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１４ （小か診）第7号           平成28年 4月 1日
     045-333-0810  (045-331-8546) （小検）第43号            平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820060,296.1 医療法人社団　オオミ〒240-0023
     保医296 チクリニック 横浜市保土ケ谷区岩井町１２２番
     １５号
     045-713-5959  (045-713-5959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821060,297.9 医療法人社団　藤沢ク〒240-0006 （がん指）第223号         平成23年 8月 1日
     保医297 リニック 横浜市保土ケ谷区星川３－８－１
     045-334-5540  (045-334-3546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822060,301.9 医療法人社団　星川小〒240-0006 （小検）第73号            平成25年 6月10日
     保医301 児クリニック 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１ （酸単）第38785号         平成29年 4月 1日
     星川エスエフビル４Ｆ
     045-336-2260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  823060,304.3 岡本内科クリニック 〒240-0005
     保医304 横浜市保土ケ谷区神戸町１３４
     045-332-8070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824060,305.0 西谷眼科 〒240-0052 （コン１）第96号          平成29年 4月 1日
     保医305 横浜市保土ケ谷区西谷町９４３
     045-382-4484  (045-382-4484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825060,306.8 あんどう耳鼻咽喉科 〒240-0006 （高）第93号              平成11年10月 1日
     保医306 横浜市保土ケ谷区星川１－２４－
     １９
     045-336-0878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826060,310.0 医療法人社団　明生会〒240-0013 （がん指）第497号         平成24年 5月 1日
     保医310 　周医院 横浜市保土ケ谷区帷子町１－３３
     －１　内村ビル
     045-331-1477  (045-331-1477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827060,311.8 シオンクリニック 〒240-0061 （透析水２）第180号       平成26年12月 1日
     保医311 横浜市保土ケ谷区峰沢町１０５－
     ５８
     045-332-6978  (045-332-6978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  828060,312.6 一般財団法人育生会　〒240-0025 一般        49（一般入院）第1315号      平成30年 2月 1日
     (066,312.0) 横浜病院 横浜市保土ケ谷区狩場町２００－療養        57（療養入院）第402号       平成28年10月 1日
     保医312 ７ （診療録２）第224号       平成27年12月 1日
     045-712-9921  (045-712-9926) （看配）第1291号          平成29年12月 1日
     （看補）第516号           平成30年 2月 1日
     （療養２）第4号           平成 8年 3月 1日
     （医療安全２）第253号     平成26年 9月 1日
     （感染防止２）第146号     平成28年 4月 1日
     （データ提）第149号       平成28年 1月 1日
     （認ケア）第88号          平成28年12月 1日
     （地包ケア１）第49号      平成29年 5月 1日
     （食）第119号             平成 7年12月18日
     （がん疼）第333号         平成28年 4月 1日
     （ニコ）第929号           平成29年 7月 1日
     （薬）第201号             平成11年 2月 1日
     （医管）第246号           平成18年 4月 1日
     （支援病２）第32号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第700号       平成18年 4月 1日
     （検Ⅰ）第144号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第134号           平成25年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第804号         平成26年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第160号           平成26年11月 1日
     （運Ⅲ）第235号           平成29年10月 1日
     （呼Ⅱ）第104号           平成28年 8月 1日
     （歯ＣＡＤ）第213号       平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第11号          平成26年 4月 1日
     （補管）第527号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38786号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829060,313.4 天王町皮フ科 〒240-0004
     保医313 横浜市保土ケ谷区岩間町１－７－
     ２天王町ビル３Ｆ
     045-336-1075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830060,316.7 上菅田医院 〒240-0051 （時間外２）第540号       平成22年 4月 1日
     保医316 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１ （がん指）第1410号        平成30年 3月 1日
     －３６ （１７５）第455号         平成14年 4月 1日
     045-381-7360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831060,317.5 医療法人社団　研医会〒240-0013 （時間外２）第639号       平成22年 4月 1日
     保医317 　保土ヶ谷整形外科皮横浜市保土ケ谷区帷子町１－４４ （運Ⅰ）第283号           平成29年 4月 1日
     膚科 池田ビル２０１号 （１７５）第53号          平成14年 4月 1日
     045-332-5901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  832060,321.7 星川内科外科クリニッ〒240-0006 （時間外１）第23号        平成24年 4月 1日
     保医321 ク 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１ （ニコ）第962号           平成29年 7月 1日
     星川ＳＦビル３Ｆ （支援診３）第1383号      平成29年 6月 1日
     045-336-2662  (045-336-3349) （がん指）第152号         平成23年 1月 1日
     （在医総管）第759号       平成18年 5月 1日
     （酸単）第38787号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833060,322.5 医療法人社団　秀優会〒240-0004 （運Ⅲ）第9号             平成18年 4月 1日
     保医322 　宮川整形外科医院 横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－
     １
     045-335-3388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834060,323.3 タカオメディカルクリ〒240-0013 （１７５）第454号         平成14年 4月 1日
     保医323 ニック 横浜市保土ケ谷区帷子町２－８５
     045-331-3406  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835060,324.1 稲葉耳鼻咽喉科医院 〒240-0004 （高）第78号              平成 9年 9月 1日
     保医324 横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－
     １
     045-331-7218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836060,328.2 浅野医院 〒240-0052 （がん疼）第181号         平成24年 4月 1日
     保医328 横浜市保土ケ谷区西谷町８６６ （支援診２）第81号        平成28年 4月 1日
     045-371-3018  (045-371-1165) （がん指）第495号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第853号       平成18年 9月 1日
     （在総）第722号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837060,330.8 藤井耳鼻咽喉科 〒240-0064
     保医330 横浜市保土ケ谷区峰岡町１－２２
     －１
     045-336-1187  (045-336-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838060,332.4 ライフモアクリニック〒240-0053 （酸単）第38788号         平成29年 4月 1日
     保医332 横浜市保土ケ谷区新井町２９１－
     １
     045-374-2001  (045-374-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839060,334.0 新桜クリニック 〒240-0036 （支援診３）第90号        平成29年 4月 1日
     保医334 横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘２－２ （在医総管）第166号       平成18年 4月 1日
     ４－１２ （在総）第437号           平成18年 4月 1日
     045-352-4482  (045-352-4483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  840060,338.1 医療法人社団　明芳会〒240-0025 一般       105（一般入院）第1715号      平成28年 7月 1日
     保医338 　イムス横浜狩場脳神横浜市保土ケ谷区狩場町２１８－療養        42（診療録１）第9号         平成26年 4月 1日
     経外科病院 ９ （事補１）第24号          平成26年 7月 1日
     045-721-3131  (045-721-3113) （急性看補）第154号       平成28年 9月 1日
     （医療安全２）第139号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第139号     平成27年 8月 1日
     （患サポ）第216号         平成29年 6月 1日
     （総合評価）第57号        平成21年 4月 1日
     （後発使１）第31号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第150号       平成29年 4月 1日
     （認ケア）第72号          平成28年11月 1日
     （精疾診）第33号          平成28年 7月 1日
     （回１）第27号            平成28年 8月 1日
     （食）第532号             平成11年 7月 1日
     （トリ）第65号            平成26年 6月 1日
     （薬）第378号             平成29年 8月 1日
     （機安１）第116号         平成20年 5月 1日
     （検Ⅱ）第132号           平成25年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第485号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第62号            平成28年12月 1日
     （医処休）第5号           平成26年 4月 1日
     （医処外）第5号           平成26年 4月 1日
     （医処深）第5号           平成26年 4月 1日
     （医手休）第5号           平成26年 4月 1日
     （医手外）第5号           平成26年 4月 1日
     （医手深）第5号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第83号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第112号         平成25年 5月 1日
     （酸単）第38789号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841060,339.9 診療所スカイ 〒240-0067 （時間外２）第116号       平成22年 4月 1日
     保医339 横浜市保土ケ谷区常盤台８４－２ （在医総管）第1012号      平成28年 4月 1日
     045-348-2306  (045-348-2307) （外後発使）第19号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842060,341.5 城整形外科 〒240-0065 （運Ⅱ）第38号            平成18年 4月 1日
     保医341 横浜市保土ケ谷区和田２－３－３
     －１０２
     045-331-5355  (045-331-5345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843060,342.3 保土ケ谷橋クリニック〒240-0021 （がん指）第1007号        平成25年 6月 1日
     保医342 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町１－ （外後発使）第185号       平成28年 9月 1日
     ２７
     045-710-5520  (045-710-5520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  844060,343.1 医療法人社団　善仁会〒240-0003 （時間外２）第795号       平成22年 7月 1日
     保医343 　保土ケ谷第一クリニ横浜市保土ケ谷区天王町１－１２ （透析水２）第83号        平成24年 7月 1日
     ック －８大日ビル１Ｆ （肢梢）第145号           平成28年12月 1日
     045-332-6282  (045-332-6283) （酸単）第38790号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845060,345.6 天王町眼科クリニック〒240-0004 （コン１）第99号          平成29年 3月 1日
     保医345 横浜市保土ケ谷区岩間町１－１－
     ９
     045-348-1313  (045-348-1330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846060,347.2 医療法人社団　大和田〒240-0004 （時間外２）第1303号      平成28年 6月 1日
     保医347 医院 横浜市保土ケ谷区岩間町２－１４ （外後発使）第170号       平成28年 7月 1日
     ４
     045-331-0037  (045-331-0674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847060,348.0 医療法人社団　晃徳会〒240-0064 （時間外１）第22号        平成24年 4月 1日
     保医348 　横山医院 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１１ （地包加）第34号          平成29年 4月 1日
     ８ （がん疼）第14号          平成22年 4月 1日
     045-331-3296  (045-331-3394) （小か診）第8号           平成28年 4月 1日
     （ニコ）第9号             平成29年 6月 1日
     （支援診３）第92号        平成28年 4月 1日
     （在診実１）第52号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第492号         平成24年 5月 1日
     （電情）第14号            平成28年11月 1日
     （在医総管）第170号       平成18年 4月 1日
     （在総）第675号           平成18年 4月 1日
     （運Ⅱ）第736号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848060,353.0 浅井皮膚科クリニック〒240-0013
     保医353 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１４
     045-334-3412  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849060,354.8 すずきクリニック 〒240-0023 （時間外１）第24号        平成24年 4月 1日
     保医354 横浜市保土ケ谷区岩井町３２柏木
     ビル２Ｆ
     045-335-1800  (045-335-1800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850060,358.9 船員保険健康管理セン〒240-0066 （ニコ）第228号           平成29年 7月 1日
     保医358 ター診療所 横浜市保土ケ谷区釜台町４３－２ （酸単）第38791号         平成29年 4月 1日
     045-335-2263  (045-335-1925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851060,359.7 たかはし耳鼻科 〒240-0006 （高）第90号              平成14年 4月 1日
     保医359 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１ （ニコ）第261号           平成29年 7月 1日
     星川ＳＦビル３Ｆ
     045-338-8484  (045-337-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  852060,360.5 星川内科外科 〒240-0006
     保医360 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１
     星川エスエフビル２Ｆ
     045-342-0086  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853060,361.3 街のクリニック 〒240-0015 （酸単）第38792号         平成29年 4月 1日
     保医361 横浜市保土ケ谷区岩崎町６－１
     045-331-3500  (045-340-3535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854060,362.1 保土ヶ谷耳鼻咽喉科 〒240-0013 （高）第50号              平成15年 6月 1日
     保医362 横浜市保土ケ谷区帷子町２－４９
     －２
     045-332-5090  (045-332-5090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  855060,363.9 聖隷横浜病院 〒240-8521 一般       300（一般入院）第1536号      平成29年 7月 1日
     保医363 横浜市保土ケ谷区岩井町２１５ （超急性期）第70号        平成28年 1月 1日
     045-715-3111  (045-715-3387) （診療録１）第77号        平成29年 9月 1日
     （事補１）第7号           平成29年 9月 1日
     （急性看補）第2号         平成28年 8月 1日
     （看夜配）第14号          平成28年 7月 1日
     （療）第76号              平成28年 7月 1日
     （重）第153号             平成28年 7月 1日
     （医療安全１）第90号      平成26年 2月 1日
     （感染防止１）第68号      平成27年 4月 1日
     （呼吸チ）第24号          平成24年 8月 1日
     （病棟薬１）第79号        平成26年10月 1日
     （データ提）第38号        平成24年10月 1日
     （退支）第9号             平成28年 9月 1日
     （認ケア）第141号         平成29年 9月 1日
     （ハイケア１）第37号      平成29年 7月 1日
     （地包ケア１）第40号      平成27年 5月 1日
     （食）第578号             平成15年 3月 1日
     （高）第142号             平成16年 4月 1日
     （糖管）第12号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第3号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第2号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第16号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第43号        平成29年 8月 1日
     （糖防管）第50号          平成24年 5月 1日
     （トリ）第44号            平成24年 5月 1日
     （がん指）第1220号        平成27年10月 1日
     （薬）第144号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第9号           平成20年 4月 1日
     （在看）第7号             平成24年 4月 1日
     （在血液）第11号          平成25年 8月 1日
     （検Ⅰ）第79号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第18号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第23号            平成24年 4月 1日
     （神経）第247号           平成28年 1月 1日
     （補聴）第34号            平成20年 4月 1日
     （ロー検）第37号          平成29年 3月 1日
     （誘発）第2号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第7号           平成24年 4月 1日
     （画２）第65号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第545号         平成26年 6月 1日
     （冠動Ｃ）第2号           平成20年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第3号           平成26年 6月 1日
     （乳房Ｍ）第22号          平成29年 1月 1日
     （抗悪処方）第3号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第29号          平成26年 8月 1日
     （菌）第94号              平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （脳Ⅰ）第177号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第3号             平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第225号           平成30年 1月 1日
     （がんリハ）第63号        平成28年 4月 1日
     （透析水２）第181号       平成26年12月 1日
     （肢梢）第42号            平成28年 4月 1日
     （脊刺）第38号            平成22年 7月 1日
     （乳セ２）第62号          平成26年 1月 1日
     （ペ）第98号              平成15年 3月 1日
     （大）第82号              平成17年 8月 1日
     （早大腸）第53号          平成26年 7月 1日
     （胃瘻造）第39号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第55号          平成19年 7月 1日
     （輸適）第28号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第23号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第52号        平成26年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第72号          平成15年 3月 1日
     （麻管Ⅱ）第41号          平成30年 1月 1日
     （病理診１）第16号        平成24年 4月 1日
     （酸単）第38793号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856060,364.7 古川医院 〒240-0041 （ニコ）第1200号          平成29年 6月 1日
     保医364 横浜市保土ケ谷区東川島町２０－ （支援診３）第508号       平成29年 3月 1日
     １９ （在医総管）第168号       平成18年 4月 1日
     045-381-0604  (045-381-0642) （在総）第439号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857060,367.0 川村クリニック 〒240-0026 （ニコ）第243号           平成29年 7月 1日
     保医367 横浜市保土ケ谷区権太坂１－５２ （酸単）第38794号         平成29年 4月 1日
     －１４
     045-742-1010  (045-742-1010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858060,368.8 医療法人社団健美会　〒240-0044 （がん指）第1089号        平成26年 1月 1日
     保医368 福田泌尿器科皮フ科ク横浜市保土ケ谷区仏向町２８６Ｋ
     リニック ビル１階
     045-340-3141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859060,370.4 医療法人社団健友会　〒240-0003 （在医総管）第911号       平成18年12月 1日
     保医370 ライオンメディカルク横浜市保土ケ谷区天王町１－１－
     リニック ８ダイアパレス第２－１０３号
     045-335-1102  (045-335-4200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860060,371.2 小野江眼科 〒240-0013 （コン１）第102号         平成29年 4月 1日
     保医371 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１２
     コルサム保土ケ谷１０１
     045-335-2171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  861060,372.0 かしわぎ整形外科 〒240-0003
     保医372 横浜市保土ケ谷区天王町１－１８
     －１０アイエスビル１Ｆ
     045-338-1566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862060,375.3 増田泌尿器科 〒240-0013 （がん指）第1090号        平成26年 1月 1日
     保医375 横浜市保土ケ谷区帷子町１－３０ （酸単）第38795号         平成29年 4月 1日
     －１クボタビル２Ｆ
     045-340-2667  (045-340-2667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863060,378.7 篠崎医院 〒240-0042 （ニコ）第10号            平成29年 7月 1日
     保医378 横浜市保土ケ谷区上星川３－１５ （がん指）第490号         平成24年 5月 1日
     －５ （在医総管）第171号       平成18年 4月 1日
     045-371-0038  (045-371-0030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864060,380.3 田近医院 〒240-0033 （がん指）第1118号        平成26年 4月 1日
     保医380 横浜市保土ケ谷区境木本町１－２
     ８
     045-710-2393  (045-710-2393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865060,382.9 三省堂内科クリニック〒240-0043 （ニコ）第95号            平成29年 6月 1日
     保医382 横浜市保土ケ谷区坂本町６８－１ （がん指）第224号         平成23年 8月 1日
     ９ハイツシャム１Ｆ （在医総管）第593号       平成18年 4月15日
     045-340-1815  (045-340-1816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866060,383.7 和田町内科クリニック〒240-0065
     保医383 横浜市保土ケ谷区和田１－１８－
     ７和田アストビル２Ｆ
     045-338-1251  (045-338-1252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867060,384.5 けいあいクリニック 〒240-0052 （時間外２）第118号       平成22年 4月 1日
     保医384 横浜市保土ケ谷区西谷町１０１８ （がん指）第360号         平成24年 2月 1日
     －２ （外後発使）第156号       平成28年 5月 1日
     045-370-5361  (045-370-5362) （酸単）第38796号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868060,385.2 おざき小児科 〒240-0044
     保医385 横浜市保土ケ谷区仏向町１２１－
     ２
     045-348-4141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869060,387.8 医療法人　泰明会　杉〒240-0052
     保医387 田皮フ科クリニック 横浜市保土ケ谷区西谷町８９３－
     １０斉藤ビル１Ｆ
     045-383-1231  (045-383-0054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  870060,388.6 医療法人社団　日輝会〒240-0052 （時間外２）第947号       平成24年 4月 1日
     保医388 　うなやま整形外科 横浜市保土ケ谷区西谷町９２４－ （運Ⅱ）第339号           平成18年11月 1日
     １
     045-370-6800  (045-370-6805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871060,391.0 冠木小児科 〒240-0025 （１７５）第57号          平成19年 4月 1日
     保医391 横浜市保土ケ谷区狩場町４６４
     045-731-6996  (045-731-6996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872060,392.8 東川島診療所 〒240-0041 （時間外２）第327号       平成22年 4月 1日
     保医392 横浜市保土ケ谷区東川島町１５－ （喘管）第6号             平成19年 6月 1日
     ６ （小か診）第9号           平成28年 4月 1日
     045-373-9899  (045-373-9839) （ニコ）第1031号          平成29年 6月 1日
     （支援診３）第507号       平成28年 4月 1日
     （在診実２）第1号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第500号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第163号       平成19年 6月 1日
     （在総）第98号            平成19年 6月 1日
     （認１）第18号            平成24年 7月 1日
     （酸単）第38797号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873060,397.7 権太坂クリニック 〒240-0026 （酸単）第40485号         平成29年 4月 1日
     保医397 横浜市保土ケ谷区権太坂３－１－
     １　権太坂スクエアＡ棟２階
     045-722-3053  (045-722-3055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874060,398.5 たか耳鼻咽喉科 〒240-0026
     保医398 横浜市保土ケ谷区権太坂３－１－
     １　権太坂スクエアＡ棟１階
     045-722-3030  (045-722-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875060,402.5 たまの心のクリニック〒240-0004
     保医402 横浜市保土ケ谷区岩間町１－７－
     ２　天王町ビル２Ｆ
     045-340-2560  (045-340-2561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876060,405.8 医療法人社団　湘仁会〒240-0042 （コン１）第497号         平成29年 4月 1日
     保医405 　上星川アイ眼科 横浜市保土ケ谷区上星川１－２－
     １０　１階
     045-373-1121  (045-373-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877060,407.4 磯産婦人科医院 〒240-0065 一般        15（時間外１）第25号        平成24年 4月 1日
     保医407 横浜市保土ケ谷区和田１－１９－ （診入院）第582号         平成26年 5月 1日
     ３ （ＨＰＶ）第292号         平成23年 4月 1日
     045-331-1111  (045-331-1311) （酸単）第38798号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  878060,412.4 保土ヶ谷こころのクリ〒240-0006
     保医412 ニック 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２
     ダイゴプラザ１Ｆ
     045-332-3328  (045-332-3328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879060,416.5 佐伯医院 〒240-0011
     保医416 横浜市保土ケ谷区桜ヶ丘２－２－
     ２３
     045-331-0683  (045-341-9955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880060,418.1 サヴァイクリニック 〒240-0045 （Ｃ・Ｍ）第424号         平成24年 4月 1日
     保医418 横浜市保土ケ谷区川島町１２２５
     －１
     045-383-2633  (045-383-2744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881060,419.9 おおこうちクリニック〒240-0003 （ニコ）第556号           平成29年 7月 1日
     保医419 横浜市保土ケ谷区天王町１－１９ （がん指）第496号         平成24年 5月 1日
     －４ルミエール天王町１Ｆ （酸単）第38799号         平成29年 4月 1日
     045-333-5070  (045-334-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882060,420.7 中村内科クリニック 〒240-0065 （がん指）第162号         平成23年 2月 1日
     保医420 横浜市保土ケ谷区和田１－１１－
     １７コートリーハウス横浜和田町
     １Ｆ－１０１
     045-340-3223  (045-340-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883060,422.3 くろだ内科医院 〒240-0052 （がん疼）第165号         平成24年 2月 1日
     保医422 横浜市保土ケ谷区西谷町１０５５ （ニコ）第684号           平成29年 7月 1日
     －１吉田ビル１Ｆ （電情）第12号            平成28年10月 1日
     045-370-1101  (045-370-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884060,424.9 横浜メディカルクリニ〒240-0044 （支援診３）第844号       平成28年10月 1日
     保医424 ック 横浜市保土ケ谷区仏向町１６２５ （在医総管）第1386号      平成22年12月 1日
     －１　サンシティ横浜内 （在総）第1019号          平成22年12月 1日
     045-338-8980  (045-338-8981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885060,425.6 片桐医院 〒240-0042 （時間外２）第1171号      平成26年 6月 1日
     保医425 横浜市保土ケ谷区上星川１－６－ （在医総管）第1770号      平成26年 5月 1日
     １２
     045-381-0355  (045-370-0238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886060,428.0 みねおかクリニック 〒240-0064 （時間外２）第948号       平成24年 4月 1日
     保医428 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－２２
     １－４
     045-334-2211  (045-334-1580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  887060,431.4 ひろた胃腸内科・外科〒240-0036 （酸単）第38800号         平成29年 4月 1日
     保医431 クリニック 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－３
     ４－１８
     045-355-6550  (045-355-6551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888060,432.2 清水医院在宅・緩和ケ〒240-0044 （がん疼）第193号         平成24年 5月 1日
     保医432 アクリニック 横浜市保土ケ谷区仏向町１５４－ （がん指１）第51号        平成24年 5月 1日
     ２ゴトービル１Ｆ （支援診３）第948号       平成29年 4月 1日
     045-331-3199  (045-340-3316) （在診実１）第12号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第499号         平成24年 6月 1日
     （在医総管）第1551号      平成24年 5月 1日
     （在総）第1121号          平成24年 5月 1日
     （在看）第14号            平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889060,435.5 明神台クリニック 〒240-0007 （がん疼）第359号         平成28年 9月 1日
     保医435 横浜市保土ケ谷区明神台１－９コ （支援診３）第996号       平成28年 9月 1日
     ンフォール明神台団地第１街区第 （在医総管）第1614号      平成25年 1月 1日
     ９号棟 （外後発使）第221号       平成29年 8月 1日
     045-332-4178  (045-461-9108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890060,436.3 医療法人社団　陽友会〒240-0035 （がん疼）第224号         平成25年 1月 1日
     保医436 　ゆう在宅クリニック横浜市保土ケ谷区今井町９１９－ （支援診２）第202号       平成29年 4月 1日
     １２－１Ｆ （在緩診実）第5号         平成28年 4月 1日
     045-351-0063  (045-352-2854) （在医総管）第1619号      平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891060,437.1 ときた内科クリニック〒240-0067 （時間外１）第349号       平成25年 5月 1日
     保医437 横浜市保土ケ谷区常盤台５５－１ （地包加）第265号         平成27年 7月 1日
     ９ （支援診３）第1264号      平成28年 4月 1日
     045-744-5525  (045-744-5569) （がん指）第1374号        平成29年 9月 1日
     （在医総管）第1638号      平成25年 5月 1日
     （在総）第1409号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第40568号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892060,438.9 小泉クリニック 〒240-0006 （支援診３）第1030号      平成29年 4月 1日
     保医438 横浜市保土ケ谷区星川１－４－５ （がん指）第1015号        平成25年 5月 1日
     　１Ｆ （在医総管）第1660号      平成25年 5月 1日
     045-331-3325  （在総）第1205号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893060,439.7 おやま内科消化器内科〒240-0002 （がん指）第1143号        平成26年 7月 1日
     保医439 横浜市保土ケ谷区宮田町１－５－ （酸単）第38801号         平成29年 4月 1日
     １０高梨医療ビル２Ｆ
     045-340-1351  (045-340-1352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894061,000.6 医療法人社団大志会　〒240-0052 （酸単）第38802号         平成29年 4月 1日
     保医1000 小川内科クリニック 横浜市保土ケ谷区西谷町７４７－
     １
     045-371-3014  (045-373-0104)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  895061,002.2 うめもと整形外科 〒240-0053 （運Ⅱ）第663号           平成27年 8月 1日
     保医1002 横浜市保土ケ谷区新井町４５４－
     １花田ビル１Ｆ
     045-370-3355  (045-370-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896061,003.0 はせがわ内科クリニッ〒240-0053 （時間外２）第1229号      平成27年 4月 1日
     保医1003 ク 横浜市保土ケ谷区新井町４５４－ （ニコ）第1127号          平成29年 7月 1日
     １花田ビル１Ｆ （支援診３）第1202号      平成29年 4月 1日
     045-372-3131  (045-372-3132) （がん指）第1277号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第1870号      平成27年 4月 1日
     （在総）第1352号          平成27年 4月 1日
     （酸単）第38803号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897061,004.8 岩崎内科クリニック 〒240-0042
     保医1004 横浜市保土ケ谷区上星川１－１－
     ５フルール横浜１Ｆ
     045-442-6475  (045-442-6476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898061,005.5 いきいき杉山クリニッ〒240-0003
     保医1005 ク 横浜市保土ケ谷区天王町１－２７
     －７大岸ビル１Ｆ
     045-340-2755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899061,008.9 和田町眼科クリニック〒240-0065 （ロー検）第28号          平成28年 2月 1日
     保医1008 横浜市保土ケ谷区和田１－１３－ （コン１）第647号         平成29年 3月 1日
     ２１　工藤ビル２Ｆ
     045-337-2823  (045-444-8550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900061,009.7 保土ヶ谷北クリニック〒240-0052 （時間外１）第514号       平成28年 2月 1日
     保医1009 横浜市保土ケ谷区西谷町１２５８ （支援診２）第333号       平成29年 3月 1日
     －１　１Ｆ （在医総管）第1964号      平成28年 2月 1日
     045-382-0321  (045-382-0322) （在総）第1406号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901061,010.5 あらいクリニック 〒240-0023
     保医1010 横浜市保土ケ谷区岩井町１２３－
     ２　保土ヶ谷駅前ハイツ２号棟１
     ０２
     045-730-5560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902061,011.3 保土ヶ谷あだちクリニ〒240-0013 （酸単）第40463号         平成29年 4月 1日
     保医1011 ック 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１７
     　ＹＧＹ　２Ｆ２０３
     045-334-1122  (045-334-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  903061,012.1 ほどがや脳神経外科ク〒240-0013 （神経）第269号           平成29年 1月 1日
     保医1012 リニック 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１７ （Ｃ・Ｍ）第897号         平成28年11月 1日
     　ＹＧＹビル２０２
     045-459-9588  (045-459-9590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904061,014.7 医療法人社団善仁会　〒240-0052 （時間外２）第1325号      平成28年12月 1日
     保医1014 西谷腎クリニック 横浜市保土ケ谷区西谷町１２２９ （透析水２）第231号       平成29年 3月 1日
     －１ （肢梢）第184号           平成29年 6月 1日
     045-372-5881  (045-382-8115) （酸単）第40368号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905061,015.4 青木整形外科 〒240-0006 （時間外２）第1329号      平成28年12月 1日
     保医1015 横浜市保土ケ谷区星川２－１５－ （運Ⅱ）第716号           平成28年12月 1日
     １２
     045-331-6503  (045-334-3358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906061,016.2 横浜よつもと眼科 〒240-0002 （コン１）第704号         平成29年 8月 1日
     保医1016 横浜市保土ケ谷区宮田町１－５－
     １０　高梨医療ビル３Ｆ
     045-744-6828  (045-744-6827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907061,017.0 関小児科医院 〒240-0035
     保医1017 横浜市保土ケ谷区今井町６９
     045-351-5868  (045-351-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908061,018.8 医療法人社団星川ひろ〒240-0006
     保医1018 クリニック 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２
     　ダイゴプラザビル１Ｆ
     045-339-5585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909061,019.6 保土ヶ谷在宅クリニッ〒240-0022 （時間外１）第579号       平成29年 5月 1日
     保医1019 ク 横浜市保土ケ谷区西久保町５４　 （がん疼）第393号         平成29年 5月 1日
     高善ビル２Ｆ （支援診１）第46号        平成29年 5月 1日
     045-342-0881  (045-342-0885) （在緩診実）第64号        平成29年 5月 1日
     （在医総管）第2105号      平成29年 5月 1日
     （在総）第1491号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910061,020.4 天王町レディースクリ〒240-0003 （ＨＰＶ）第445号         平成29年 9月 1日
     保医1020 ニック 横浜市保土ケ谷区天王町２－３６
     －８　シレーナ．Ｓ　２Ｆ
     045-442-6137  (045-442-6138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911061,021.2 星川眼科クリニック 〒240-0006 （コン１）第710号         平成29年 9月 1日
     保医1021 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１
     　星川ＳＦビル３Ｆ
     045-336-3883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  912061,022.0 横浜保土ヶ谷眼科 〒240-0013
     保医1022 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１７
     　ＹＧＹクリニックモール２Ｆ
     045-465-6696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913061,023.8 西谷耳鼻咽喉科クリニ〒240-0052 （高）第306号             平成30年 2月 1日
     保医1023 ック 横浜市保土ケ谷区西谷町１２２９
     －１
     045-381-3387  (045-381-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914061,024.6 天王町駅前皮膚科・ア〒240-0004
     保医1024 レルギー科 横浜市保土ケ谷区岩間町１－１－
     ９　矢島ビル２０１
     045-348-4112  (045-348-4110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915070,048.4 桜井医院 〒235-0033 （時間外２）第21号        平成22年 4月 1日
     磯医48 横浜市磯子区杉田３－１１－５
     045-771-3541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916070,088.0 鈴木内科医院 〒235-0023
     磯医88 横浜市磯子区森２－２５－１３
     761-7070      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917070,096.3 菅野医院 〒235-0033
     磯医96 横浜市磯子区杉田８－１８－７
     045-772-2775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  918070,105.2 磯子中央病院 〒235-0016 一般       180（外来環）第1418号        平成30年 2月 1日
     (076,105.6) 横浜市磯子区磯子２－２０－４５ （一般入院）第1760号      平成28年11月 1日
     磯医105 045-752-1212  (045-752-1220) （診療録１）第75号        平成29年 6月 1日
     （事補１）第60号          平成30年 2月 1日
     （急性看補）第150号       平成28年10月 1日
     （療）第113号             平成22年 2月 1日
     （医療安全２）第238号     平成25年 4月 1日
     （感染防止２）第111号     平成25年 4月 1日
     （患サポ）第182号         平成25年 5月 1日
     （後発使１）第57号        平成28年 5月 1日
     （病棟薬１）第75号        平成26年 9月 1日
     （データ提）第98号        平成29年 4月 1日
     （退支）第156号           平成30年 3月 1日
     （回１）第40号            平成29年 9月 1日
     （地包ケア１）第37号      平成28年11月 1日
     （短手２）第18号          平成26年 5月 1日
     （食）第639号             平成22年 1月 1日
     （薬）第304号             平成22年 1月 1日
     （地連計）第7号           平成28年 4月 1日
     （機安１）第129号         平成22年 1月 1日
     （医管）第1616号          平成27年 2月 1日
     （支援病２）第1号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第1283号      平成22年 1月 1日
     （在総）第1005号          平成22年 7月 1日
     （検Ⅰ）第210号           平成22年 1月 1日
     （検Ⅱ）第91号            平成22年 1月 1日
     （血内）第52号            平成27年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第486号         平成27年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第116号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第45号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第150号           平成24年 4月 1日
     （集コ）第75号            平成24年 8月 1日
     （透析水１）第222号       平成24年 9月 1日
     （肢梢）第191号           平成29年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2433号      平成28年 4月 1日
     （ペ）第188号             平成23年 2月 1日
     （大）第106号             平成24年 2月 1日
     （胃瘻造）第163号         平成27年12月 1日
     （輸血Ⅱ）第67号          平成22年 1月 1日
     （輸適）第118号           平成28年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第166号         平成22年 1月 1日
     （補管）第6888号          平成25年12月 1日
     （酸単）第38804号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919070,129.2 樋口整形外科医院 〒235-0045 一般        10（１７５）第467号         平成14年 4月 1日
     磯医129 横浜市磯子区洋光台６－２７
     045-771-1631  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  920070,142.5 磯子眼科医院 〒235-0023 （コン１）第103号         平成29年 3月 1日
     磯医142 横浜市磯子区森１－７　磯子セン
     ターハイツ３－２０４
     045-761-0214  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921070,144.1 及能内科クリニック 〒235-0016 （外後発使）第171号       平成28年 6月 1日
     磯医144 横浜市磯子区磯子２－１３－８
     045-753-4366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922070,159.9 洋光台こどもクリニッ〒235-0045 （１７５）第5号           平成14年 4月 1日
     磯医159 ク 横浜市磯子区洋光台３－２０－２
     ５
     045-831-5525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923070,167.2 中里医院 〒235-0043 （在医総管）第901号       平成18年11月 1日
     磯医167 横浜市磯子区氷取沢町１００６ （Ｃ・Ｍ）第425号         平成26年10月 1日
     045-771-3546  （外後発使）第186号       平成28年 7月 1日
     （酸単）第38805号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924070,168.0 東神クリニック 〒235-0016 （糖管）第186号           平成25年 3月 1日
     磯医168 横浜市磯子区磯子３－３－２１　 （透析水２）第145号       平成25年 3月 1日
     ２Ｆ （肢梢）第106号           平成28年 7月 1日
     045-753-2233  (045-753-2271) （酸単）第38806号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925070,174.8 横浜市磯子区休日急患〒235-0012 （小夜１）第9号           平成16年 4月 1日
     磯医174 診療所 横浜市磯子区滝頭２－３１－６ （１７５）第112号         平成14年 4月 1日
     045-753-6011  (045-754-0400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926070,175.5 田中眼科医院 〒235-0016 （時間外２）第921号       平成24年 4月 1日
     磯医175 横浜市磯子区磯子２－２１－１２ （コン１）第104号         平成28年 5月 1日
     045-752-3131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927070,177.1 モンビルクリニック 〒235-0005
     磯医177 横浜市磯子区東町１５－３２
     045-751-7513  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928070,178.9 横浜市南部地域療育セ〒235-0033 （脳Ⅰ）第63号            平成18年 6月 1日
     磯医178 ンター診療所 横浜市磯子区杉田５－３２－２０ （障）第5号               平成18年 4月 1日
     045-774-3831  （集コ）第7号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929070,181.3 つむらや耳鼻咽喉科医〒235-0005
     磯医181 院 横浜市磯子区東町１５－３２モン
     ビル１０４
     05-755-1587   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  930070,184.7 安村医院 〒235-0033
     磯医184 横浜市磯子区杉田１－１２－２３
     045-771-5612  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931070,189.6 医療法人社団　滝沢医〒235-0045 （支援診３）第97号        平成29年 3月 1日
     磯医189 院 横浜市磯子区洋光台１－２－１２ （在医総管）第175号       平成18年 4月 1日
     045-831-1487  (045-832-0777) （在総）第442号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932070,195.3 さいとう小児科 〒235-0021 （時間外２）第173号       平成22年 4月 1日
     磯医195 横浜市磯子区岡村７－２０－１４ （小か診）第10号          平成28年 4月 1日
     045-752-4882  （支援診３）第1251号      平成29年 3月 1日
     （在医総管）第1945号      平成28年 2月 1日
     （在総）第1393号          平成28年 2月 1日
     （小検）第28号            平成20年 4月 1日
     （酸単）第38807号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933070,196.1 冨野医院 〒235-0021 （在医総管）第180号       平成18年 4月 1日
     磯医196 横浜市磯子区岡村６－５－３５ （外後発使）第256号       平成30年 3月 1日
     045-752-3221  (045-751-5957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934070,198.7 医療法人社団　北村小〒235-0023 （小検）第49号            平成21年 4月 1日
     磯医198 児科 横浜市磯子区森１－７－３－２０ （酸単）第38808号         平成29年 4月 1日
     ３
     045-761-0213  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935070,201.9 衛藤クリニック 〒235-0016 （がん指）第1035号        平成25年 6月 1日
     磯医201 横浜市磯子区磯子３－６
     045-753-5322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936070,202.7 森が丘医院 〒235-0024 （地包加）第13号          平成29年 5月 1日
     磯医202 横浜市磯子区森が丘１－１３－１ （支援診２）第1号         平成28年 8月 1日
     １ （がん指）第1085号        平成25年12月 1日
     045-846-1778  (045-846-4557) （在医総管）第181号       平成18年 4月 1日
     （在総）第446号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38809号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937070,203.5 矢崎小児科医院 〒235-0016
     磯医203 横浜市磯子区磯子２－１３－１３
     045-751-4378  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938070,204.3 医療法人社団　京浜ク〒235-0033 （Ｃ・Ｍ）第743号         平成25年 3月 1日
     磯医204 リニック 横浜市磯子区杉田９－１８－１１ （酸単）第38810号         平成29年 4月 1日
     045-773-8882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  939070,210.0 医療法人　博生会　根〒235-0005
     磯医210 岸整形外科 横浜市磯子区東町１５－３２モン
     ビル横浜根岸
     045-754-8050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940070,211.8 武安耳鼻咽喉科医院 〒235-0011
     磯医211 横浜市磯子区丸山２－１５－２
     045-751-8856  (045-751-8963)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941070,214.2 奥田皮膚科医院 〒235-0045
     磯医214 横浜市磯子区洋光台４－６－３５
     045-833-0371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942070,217.5 伴整形外科 〒235-0023 一般         2
     磯医217 横浜市磯子区森１－１０－２　松
     山ビル
     045-758-0888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943070,224.1 新杉田メンタルクリニ〒235-0032
     磯医224 ック 横浜市磯子区新杉田７－７レジェ
     ンドトミビル３Ｆ
     045-773-3355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944070,227.4 橋本耳鼻咽喉科医院 〒235-0033
     磯医227 横浜市磯子区杉田１－１７－１
     045-774-4133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945070,228.2 杉田眼科クリニック 〒235-0033 （コン１）第107号         平成28年10月 1日
     磯医228 横浜市磯子区杉田１－１７－１ （外後発使）第157号       平成28年 5月 1日
     045-775-3927  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946070,231.6 医療法人社団　志摩医〒235-0021 （時間外２）第22号        平成22年 4月 1日
     磯医231 院 横浜市磯子区岡村７－２９－３ （地包加）第6号           平成26年 4月 1日
     045-753-1718  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947070,232.4 遠藤クリニック 〒235-0045 （がん指）第101号         平成22年 8月 1日
     磯医232 横浜市磯子区洋光台２－８－２６
     045-833-1737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948070,234.0 医療法人社団　春緑会〒235-0011 （支援診２）第10号        平成28年 8月 1日
     磯医234 　武安医院 横浜市磯子区丸山２－１５－１ （がん指）第1043号        平成25年 6月 1日
     045-753-5171  （在医総管）第874号       平成18年 4月 1日
     （在総）第447号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38811号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  949070,235.7 洋光台眼科クリニック〒235-0045 （コン１）第110号         平成28年11月 1日
     磯医235 横浜市磯子区洋光台３－１３－５
     －１１０
     045-835-0143  (045-835-0143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950070,236.5 板垣医院 〒235-0045 （がん疼）第334号         平成28年 4月 1日
     磯医236 横浜市磯子区洋光台３丁目５番３ （支援診２）第355号       平成28年 8月 1日
     １号 （がん指）第788号         平成24年 8月 1日
     045-833-6141  （在医総管）第184号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第20号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951070,239.9 やそだ整形外科リウマ〒235-0045 （時間外１）第373号       平成25年12月 1日
     磯医239 チクリニック 横浜市磯子区洋光台６－７－２７ （在医総管）第1640号      平成25年 4月 2日
     045-833-1707  (045-832-6956) （運Ⅰ）第290号           平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952070,240.7 エイチ・イー・シーサ〒235-0045 （地包加）第19号          平成29年 4月 1日
     磯医240 イエンスクリニック 横浜市磯子区洋光台４－１－４－ （糖管）第73号            平成20年 8月 1日
     １０２ （糖防管）第7号           平成24年 4月 1日
     045-831-0031  (045-831-0399) （ニコ）第1305号          平成29年 8月 1日
     （持血測）第13号          平成23年 5月 1日
     （検Ⅰ）第155号           平成18年 3月 1日
     （酸単）第38812号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953070,242.3 ますだクリニック 〒235-0033
     磯医242 横浜市磯子区杉田３－１３－２４
     045-774-6355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954070,245.6 土屋内科医院 〒235-0041 （がん指）第1222号        平成27年10月 1日
     磯医245 横浜市磯子区栗木１－２０－５
     045-773-0011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955070,249.8 ファミールこどもクリ〒235-0023
     磯医249 ニック 横浜市磯子区森３－１７－３３－
     ２Ｆ
     045-752-5651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956070,250.6 永井医院 〒235-0045 （ニコ）第832号           平成29年 7月 1日
     磯医250 横浜市磯子区洋光台１－７－２５ （支援診３）第1384号      平成29年 6月 1日
     045-833-0720  （がん指）第842号         平成25年 4月 1日
     （在医総管）第1538号      平成24年 6月 1日
     （在総）第1492号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957070,251.4 織田医院 〒235-0023 （外後発使）第21号        平成28年 4月 1日
     磯医251 横浜市磯子区森６－１－１８
     045-751-7007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  958070,253.0 林クリニック 〒235-0011 （がん指）第1151号        平成26年 7月 1日
     磯医253 横浜市磯子区丸山２－９－１０ （外後発使）第22号        平成28年 4月 1日
     045-753-8878  (045-759-1051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959070,257.1 平本医院 〒235-0015 （認２）第25号            平成24年10月 1日
     磯医257 横浜市磯子区久木町１７－１０
     045-761-1175  (045-754-4164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960070,263.9 かげやま医院 〒235-0015 （時間外２）第23号        平成22年 4月 1日
     磯医263 横浜市磯子区久木町２３－１５ （がん指）第1033号        平成25年 6月 1日
     045-752-0177  (045-752-0177) （在医総管）第773号       平成18年 6月 1日
     （外後発使）第23号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961070,265.4 藤田小児科 〒235-0033
     磯医265 横浜市磯子区杉田１－２０－２２
     三葉ビル１Ｆ
     045-771-2671  (045-771-8430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962070,268.8 洋光台セントラルクリ〒235-0045 （糖管）第84号            平成20年12月 1日
     磯医268 ニック 横浜市磯子区洋光台３－９－３１ （がん指）第1103号        平成26年 2月 1日
     045-830-5511  (045-830-5577) （機安１）第145号         平成22年 8月 1日
     （透析水２）第2号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第107号           平成28年 7月 1日
     （酸単）第38813号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963070,273.8 横浜聖旺クリニック 〒235-0045
     磯医273 横浜市磯子区洋光台６－１９－４
     ３
     045-833-8083  (045-833-8083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964070,274.6 前田内科医院 〒235-0023
     磯医274 横浜市磯子区森３－１４－２９
     045-751-7001  (045-753-5857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965070,276.1 矢吹整形外科 〒235-0011
     磯医276 横浜市磯子区丸山２－３－６
     045-750-0710  (045-750-0720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966070,280.3 林内科医院 〒235-0033 （支援診３）第1265号      平成28年 4月 1日
     磯医280 横浜市磯子区杉田１－２１－９ （在医総管）第1970号      平成28年 4月 1日
     045-772-1173  (045-772-1679) （酸単）第38814号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967070,281.1 ファミリークリニック〒235-0021 （時間外１）第29号        平成24年 4月 1日
     磯医281 山髙医院 横浜市磯子区岡村１－１－２１ （支援診３）第1309号      平成28年 8月 1日
     045-751-2757  (045-751-2757) （在医総管）第724号       平成18年 4月 1日
     （在総）第833号           平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  968070,282.9 サンマタニティクリニ〒235-0045 一般        17（時間外１）第283号       平成24年 6月 1日
     磯医282 ック 横浜市磯子区洋光台６－１－１０ （診入院）第497号         平成24年 4月 1日
     045-833-3011  (045-831-2480) （ハイ妊娠）第76号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第36号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第38815号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969070,284.5 堀口医院 〒235-0045 （酸単）第40401号         平成29年 4月 1日
     磯医284 横浜市磯子区洋光台３－１５－１
     ３
     045-831-9534  (045-833-2673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970070,285.2 おの眼科クリニック 〒235-0005 （コン１）第451号         平成29年 4月 1日
     磯医285 横浜市磯子区東町１５－３２モン
     ビル２Ｆ
     045-761-4113  (045-761-4106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971070,287.8 宮本皮フ科 〒235-0045
     磯医287 横浜市磯子区洋光台３丁目洋光台
     中央団地１３－４－１０８
     045-830-0610  (045-830-0610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972070,288.6 大久保内科医院 〒235-0013
     磯医288 横浜市磯子区広地町２－１２
     045-751-3349  (045-751-3349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973070,289.4 みやうちクリニック 〒235-0036
     磯医289 横浜市磯子区中原４－２６－２７
     ライオンズステーションプラザ杉
     田２０５
     045-770-5701  (045-770-5702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974070,292.8 医療法人社団　ＫＯＣ〒235-0033 （運Ⅱ）第524号           平成24年 1月 1日
     磯医292 　こうの整形外科クリ横浜市磯子区杉田１－１７－１プ
     ニック ララＳＵＧＩＴＡ３階
     045-769-2599  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975070,293.6 井上けい子内科クリニ〒235-0023
     磯医293 ック 横浜市磯子区森１－１２－１
     045-752-6517  (045-752-6518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976070,297.7 渋谷医院 〒235-0033 （支援診３）第1252号      平成29年 3月 1日
     磯医297 横浜市磯子区杉田１－１－１ （在医総管）第1946号      平成28年 2月 1日
     045-771-0627  (045-771-8306) （コン１）第683号         平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  977070,298.5 せき耳鼻咽喉科 〒235-0033 （補聴）第31号            平成18年10月 1日
     磯医298 横浜市磯子区杉田５－７－７－１
     ０３ライフコート杉田
     045-770-6335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978070,299.3 塚本医院 〒235-0021 （支援診３）第1137号      平成29年 4月 1日
     磯医299 横浜市磯子区岡村３－２２－３６ （在医総管）第179号       平成18年 5月26日
     045-755-1615  (045-752-2687) （在総）第444号           平成18年 5月26日
     （神経）第281号           平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979070,301.7 あおと眼科 〒235-0033 （短手１）第51号          平成29年 7月 1日
     磯医301 横浜市磯子区杉田５－７－７－２ （コン１）第114号         平成28年 8月 1日
     ０１ライフコート杉田 （緑内イ）第16号          平成29年 4月 1日
     045-770-6103  (045-770-6104) （先１４０）第17号        平成22年 9月 1日
     （酸単）第38816号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980070,302.5 河原整形外科 〒235-0033 （時間外２）第1278号      平成28年 4月 1日
     磯医302 横浜市磯子区杉田１－１－１らび （運Ⅱ）第642号           平成27年 4月 1日
     すた新杉田１Ｆ
     045-774-7707  (045-774-1901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981070,304.1 今井医院 〒235-0021
     磯医304 横浜市磯子区岡村３－１－２５
     045-751-6719  (045-753-8461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982070,305.8 医療法人社団　清流会〒235-0033 （がん指）第1131号        平成26年 6月 1日
     磯医305 　たけだ泌尿器科クリ横浜市磯子区杉田１－１７－１プ
     ニック ララＳＵＧＩＴＡ２０１－１
     045-771-3055  (045-771-3055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983070,306.6 井橋レディースクリニ〒235-0033 一般         1（診入院）第539号         平成22年 4月 1日
     磯医306 ック 横浜市磯子区杉田１－１７－１プ （ＨＰＶ）第197号         平成22年 4月 1日
     ララＳＵＧＩＴＡ２０１－２
     045-769-4184  (045-769-4185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984070,307.4 関田医院 〒235-0023 一般         1（ニコ）第301号           平成29年 6月 1日
     磯医307 横浜市磯子区森２－２５－１６ （がん指）第1044号        平成25年 6月 1日
     045-752-3026  (045-752-3026) （１７５）第463号         平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985070,308.2 おざわ整形外科クリニ〒235-0007 （時間外２）第967号       平成24年 4月 1日
     磯医308 ック 横浜市磯子区西町１２－１根岸駅
     前第二共同ビル１Ｆ
     045-750-5770  (045-750-5770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  986070,310.8 いそべ眼科 〒235-0023
     磯医310 横浜市磯子区森３－１７－３３　
     ファミール屏風ヶ浦２Ｆ
     045-754-0888  (045-754-0888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987070,312.4 杉田整形外科内科クリ〒235-0034 （総合評価）第5号         平成20年 6月 1日
     磯医312 ニック 横浜市磯子区杉田坪呑２－３－１ （喘管）第33号            平成20年 6月 1日
     ０４ （糖管）第13号            平成20年 6月 1日
     045-771-2217  (045-771-2280) （ニコ）第13号            平成29年 5月 1日
     （運Ⅱ）第41号            平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988070,313.2 新杉田やながわ眼科 〒235-0033 （コン１）第503号         平成28年 6月 1日
     磯医313 横浜市磯子区杉田４－２－１マナ
     ベビル２Ｆ
     045-773-0456  (045-773-0456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989070,314.0 ねぎし泌尿器科・内科〒235-0005 （ニコ）第655号           平成29年 7月 1日
     磯医314 横浜市磯子区東町１５－３２モン （がん指）第1152号        平成26年 7月 1日
     ビル横浜根岸２Ｆ （酸単）第38817号         平成29年 4月 1日
     045-750-0119  (045-750-0759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990070,315.7 ひかりクリニック 〒235-0045 （ニコ）第645号           平成29年 6月 1日
     磯医315 横浜市磯子区洋光台６－３３－１ （がん指）第845号         平成25年 4月 1日
     045-836-2611  （在医総管）第1971号      平成28年 4月 1日
     （外後発使）第24号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第38818号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991070,316.5 洋光台耳鼻咽喉科・ひ〒235-0045
     磯医316 ふ科 横浜市磯子区洋光台１－１５－７
     洋光台田中ビル１Ｆ
     045-835-3387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992070,318.1 関屋内科 〒235-0011
     磯医318 横浜市磯子区丸山１－５－７ヴィ
     ラデルソーレ圓山２Ｆ－２０２
     045-758-0339  (045-758-0319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993070,319.9 かじはらメンタルクリ〒235-0023
     磯医319 ニック 横浜市磯子区森１－７－１０－３
     ０２
     045-750-2882  (045-750-2883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994070,320.7 飛鳥田医院 〒235-0014 （支援診３）第797号       平成29年 4月 1日
     磯医320 横浜市磯子区中浜町４－２１ （在医総管）第1305号      平成22年 2月 9日
     045-751-2202  (045-751-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  995070,321.5 東山耳鼻咽喉科医院 〒235-0023 （高）第222号             平成22年 5月 1日
     磯医321 横浜市磯子区森３－１９－２７
     045-751-4820  (045-751-4820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996070,322.3 伊部皮膚科クリニック〒235-0016
     磯医322 横浜市磯子区磯子３－３－２１江
     戸徳ビル１Ｆ
     045-751-8712  (045-751-8712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997070,323.1 磯子しおかぜ診療所 〒235-0023 （酸単）第38819号         平成29年 4月 1日
     磯医323 横浜市磯子区森１－８－２０
     045-751-7241  (045-754-6911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998070,324.9 佐藤耳鼻咽喉科医院 〒235-0023 （高）第233号             平成23年 3月 1日
     磯医324 横浜市磯子区森１－７－３－２０
     ２
     045-751-6000  (045-750-5569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999070,325.6 よこはま土田メディカ〒235-0023 （酸単）第38820号         平成29年 4月 1日
     磯医325 ルクリニック 横浜市磯子区森１－７－１０　ト
     ワイシア横浜磯子３０５
     045-752-6111  (045-752-6129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000070,327.2 たきもとクリニック 〒235-0033 （がん指）第848号         平成25年 4月 1日
     磯医327 横浜市磯子区杉田５－７－７　ラ
     イフコート杉田２０３
     045-774-7270  (045-774-7627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001070,328.0 杉田駅前皮ふ科 〒235-0033
     磯医328 横浜市磯子区杉田１－１７－１
     045-773-2982  (045-775-1502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002070,329.8 いなほクリニック 〒235-0045
     磯医329 横浜市磯子区洋光台５－１－３５
     　洋光台鈴木ビル　２Ｆ
     045-489-4480  (045-489-4481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003070,330.6 うちのパークサイドク〒235-0045 （Ｃ・Ｍ）第405号         平成29年 4月 1日
     磯医330 リニック 横浜市磯子区洋光台１－２－２０ （脳Ⅲ）第134号           平成28年 4月 1日
     　ベルノール洋光台１Ｆ （運Ⅱ）第526号           平成28年 4月 1日
     045-830-5671  (045-830-5672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004070,334.8 さかしたクリニック 〒235-0016 （がん指）第1016号        平成25年 6月 1日
     磯医334 横浜市磯子区磯子３－３－２１江 （酸単）第38821号         平成29年 4月 1日
     戸徳ビル１Ｆ
     045-750-0577  (045-750-0578)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1005070,335.5 洋光台ひろ内科クリニ〒235-0045 （支援診２）第211号       平成28年 8月 1日
     磯医335 ック 横浜市磯子区洋光台３－１３ピー （がん指）第1326号        平成29年 2月 1日
     コックプラザ２Ｆ （在医総管）第1605号      平成25年 1月 1日
     045-836-3777  (045-836-3778) （在総）第1179号          平成25年 3月 1日
     （酸単）第38822号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006070,338.9 奥田内科 〒235-0045 （支援診３）第998号       平成29年 4月 1日
     磯医338 横浜市磯子区洋光台３－１－１シ （在医総管）第1615号      平成25年 2月 1日
     ョップ２７　２Ｆ （在総）第1172号          平成25年 2月 1日
     045-830-6161  (045-830-6160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007070,339.7 洋光台整形外科 〒235-0045
     磯医339 横浜市磯子区洋光台３－２－８
     045-831-3134  (045-833-0273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008070,340.5 新杉田ヒルサイドクリ〒235-0033
     磯医340 ニック 横浜市磯子区杉田５－７－７ライ
     フコート杉田２０５
     045-778-3565  (045-778-3566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009070,341.3 磯子泌尿器科クリニッ〒235-0016 （がん指）第1140号        平成26年 7月 1日
     磯医341 ク 横浜市磯子区磯子３－３－２１磯
     子江戸徳ビル１Ｆ
     045-750-0801  (045-750-0802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010070,342.1 屏風浦皮フ科 〒235-0023
     磯医342 横浜市磯子区森３－４－４８
     045-750-1151  (045-750-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011070,343.9 遠藤内科 〒235-0041
     磯医343 横浜市磯子区栗木１－２８－２７
     ライオンズマンション栗木町１Ｆ
     045-773-7273  (045-773-6232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012071,000.4 えんどう眼科クリニッ〒235-0033 （コン１）第606号         平成28年 4月 1日
     磯医1000 ク 横浜市磯子区杉田１－２０－１９
     松木ビル２Ｆ
     045-770-0067  (045-770-0068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1013071,001.2 関東病院 〒235-0023 一般        79（療養入院）第454号       平成28年11月 1日
     磯医1001 横浜市磯子区森１－１６－２６ 療養       120（障害入院）第1304号      平成26年 1月 1日
     045-754-0112  （診療録２）第205号       平成26年11月 1日
     （特施）第114号           平成26年 1月 1日
     （療養２）第118号         平成26年 1月 1日
     （医療安全２）第250号     平成25年12月 1日
     （感染防止２）第117号     平成25年12月 1日
     （後発使１）第32号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第136号       平成27年 4月 1日
     （退支）第236号           平成30年 1月 1日
     （認ケア）第128号         平成29年 8月 1日
     （地包ケア１）第9号       平成28年 7月 1日
     （食）第686号             平成25年12月 1日
     （薬）第366号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第177号         平成28年 5月 1日
     （支援病２）第23号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第1711号      平成25年12月 1日
     （在総）第1520号          平成29年11月 1日
     （検Ⅰ）第255号           平成28年10月 1日
     （検Ⅱ）第152号           平成28年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第779号         平成25年11月 1日
     （脳Ⅰ）第176号           平成27年 8月 1日
     （運Ⅰ）第199号           平成25年12月 1日
     （呼Ⅰ）第217号           平成29年 4月 1日
     （がんリハ）第42号        平成26年 8月 1日
     （透析水１）第270号       平成28年 5月 1日
     （胃瘻造）第148号         平成27年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第110号       平成28年 5月 1日
     （酸単）第38824号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014071,002.0 磯子耳鼻咽喉科クリニ〒235-0016
     磯医1002 ック 横浜市磯子区磯子３－１３　Ｋ棟
     １Ｆクリニックモール３号室
     045-750-4187  (045-750-4188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015071,004.6 きたむら内科クリニッ〒235-0016 （時間外１）第429号       平成26年 6月 1日
     磯医1004 ク 横浜市磯子区磯子３－１３　Ｋ１ （ニコ）第1036号          平成29年 7月 1日
     Ｆクリニックモール２号室 （がん指）第1148号        平成26年 9月 1日
     045-750-3360  (045-750-3361) （在医総管）第1829号      平成26年11月 1日
     （酸単）第38825号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016071,005.3 みつばちこども漢方ク〒235-0045 （酸単）第38826号         平成29年 4月 1日
     磯医1005 リニック 横浜市磯子区洋光台３－１３－４
     －１１０
     045-836-3622  (045-836-3623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1017071,006.1 山川皮膚科 〒235-0015
     磯医1006 横浜市磯子区久木町２３－１５
     045-751-5471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018071,008.7 高倉クリニック 〒235-0045 （がん指）第1197号        平成27年 4月 1日
     磯医1008 横浜市磯子区洋光台３－２－５ （酸単）第38827号         平成29年 4月 1日
     045-352-8253  (045-352-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019071,009.5 きくたに内科クリニッ〒235-0045 （ニコ）第1317号          平成29年 9月 1日
     磯医1009 ク 横浜市磯子区洋光台４－２０－３ （外後発使）第25号        平成28年 4月 1日
     ６
     045-833-7725  (045-833-3955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020071,010.3 まさみ眼科クリニック〒235-0045 （コン１）第628号         平成29年 4月 1日
     磯医1010 横浜市磯子区洋光台３－１３－１
     ピーコックストア洋光台店２Ｆ
     045-836-3555  (045-836-3556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021071,011.1 中川クリニック 〒235-0023 （時間外２）第1242号      平成27年 7月 1日
     磯医1011 横浜市磯子区森２－２６－１８シ （ニコ）第1154号          平成29年 7月 1日
     ンコウ２ビル２Ｆ （支援診３）第1224号      平成28年 8月 1日
     045-370-7002  (045-370-7366) （在医総管）第1905号      平成27年 7月 1日
     （在総）第1369号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022071,012.9 磯子けんこうこどもク〒235-0016 （酸単）第38828号         平成29年 4月 1日
     磯医1012 リニック 横浜市磯子区磯子３－１３－Ｋ　
     １Ｆクリニックモール１号室
     045-750-0330  (045-750-0331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1023071,013.7 康心会汐見台病院 〒235-0022 一般       225（一般入院）第1810号      平成30年 3月 1日
     磯医1013 横浜市磯子区汐見台１－６－５ （障害入院）第1312号      平成30年 3月 1日
     045-761-3581  (045-761-4111) （診療録２）第254号       平成30年 3月 1日
     （特施）第122号           平成30年 3月 1日
     （看補）第1555号          平成29年 9月 1日
     （重）第218号             平成29年 8月 1日
     （医療安全２）第280号     平成29年 8月 1日
     （感染防止２）第151号     平成28年 4月 1日
     （患サポ）第208号         平成28年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第124号       平成28年 4月 1日
     （ハイ分娩）第82号        平成28年 4月 1日
     （小入３）第54号          平成30年 3月 1日
     （回２）第75号            平成29年11月 1日
     （食）第702号             平成28年 4月 1日
     （がん疼）第347号         平成28年 4月 1日
     （開）第59号              平成28年 4月 1日
     （薬）第368号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第175号         平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第419号         平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第254号           平成28年 4月 1日
     （小検）第100号           平成28年 4月 1日
     （遠画）第54号            平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第871号         平成28年 4月 1日
     （菌）第151号             平成28年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第367号           平成28年 6月 1日
     （運Ⅰ）第260号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第123号           平成29年 8月 1日
     （透析水１）第267号       平成28年 4月 1日
     （乳セ２）第71号          平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第172号         平成28年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第130号         平成28年 4月 1日
     （輸適）第116号           平成28年 4月 1日
     （造設前）第95号          平成28年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第111号       平成28年 6月 1日
     （麻管Ⅰ）第228号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第38829号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024071,014.5 杉田ファミリークリニ〒235-0032 （ニコ）第1228号          平成29年 7月 1日
     磯医1014 ック 横浜市磯子区新杉田町８－８　ハ （神経）第263号           平成28年 7月 1日
     マシップモール３Ｆ （Ｃ・Ｍ）第886号         平成28年 9月 1日
     045-350-2111  (045-350-2117) （酸単）第38830号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025071,015.2 杉田ありむら内科 〒235-0033 （時間外２）第1315号      平成28年10月 1日
     磯医1015 横浜市磯子区杉田１－１７－１　 （ニコ）第1246号          平成29年 7月 1日
     プララ杉田３０３ （がん指）第1325号        平成29年 2月 1日
     045-772-5588  (045-772-5599) （酸単）第38831号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1026071,016.0 なかや内科医院 〒235-0011 （酸単）第38832号         平成29年 4月 1日
     磯医1016 横浜市磯子区丸山２－１８－６　
     １Ｆ
     045-750-1002  (045-750-1003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027071,017.8 洋光台中央整形外科せ〒235-0045 （運Ⅰ）第291号           平成29年 5月 1日
     磯医1017 ぼねクリニック 横浜市磯子区洋光台３－１－３７
     045-350-3237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028071,018.6 バニーこども診療所 〒235-0045 （ニコ）第1272号          平成29年 5月 1日
     磯医1018 横浜市磯子区洋光台６－１９－４
     ３　ラ・カンパネラ１Ｆ
     045-830-0767  (045-830-0768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029071,019.4 ながお耳鼻咽喉科 〒235-0045 （高）第298号             平成29年 4月 1日
     磯医1019 横浜市磯子区洋光台３－１３－１ （酸単）第40382号         平成29年 4月 1日
     　ピーコックストア洋光台店２Ｆ
     045-352-8500  (045-352-8850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030071,020.2 磯子　悠レディースク〒235-0016 （時間外２）第1353号      平成29年 6月 1日
     磯医1020 リニック 横浜市磯子区磯子３－３－２１　 （ＨＰＶ）第442号         平成29年 6月 1日
     磯子江戸徳ビル１Ｆ３号室
     045-754-5888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031071,021.0 クリニックおおた 〒235-0033 （酸単）第40534号         平成29年 4月 1日
     磯医1021 横浜市磯子区杉田５－２３－２　
     ＫＮビル１・２Ｆ
     045-770-1011  (045-770-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032071,022.8 住田こどもクリニック〒235-0004 （時間外２）第1361号      平成29年 9月 1日
     磯医1022 横浜市磯子区下町８－１６　１Ｆ （小か診）第69号          平成29年 9月 1日
     045-753-7151  (045-752-6721) （酸単）第40563号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033071,023.6 すみた内科・循環器内〒235-0004 （ペ）第207号             平成29年10月 1日
     磯医1023 科 横浜市磯子区下町８－１６　２Ｆ
     045-752-3377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034071,024.4 ことぶきクリニック 〒235-0021 （時間外２）第1362号      平成29年10月 1日
     磯医1024 横浜市磯子区岡村６－５－４６　 （ニコ）第1323号          平成29年10月 1日
     １Ｆ （支援診３）第1409号      平成29年10月 1日
     045-753-1115  (045-753-1116) （在医総管）第2136号      平成29年10月 1日
     （在総）第1514号          平成29年10月 1日
     （酸単）第40567号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1035080,005.2 国家公務員共済組合連〒236-0037 一般       565（病初診）第42号          平成22年 4月 1日
     (086,005.6) 合会　横浜南共済病院横浜市金沢区六浦東１－２１－１ （外来環）第73号          平成20年 4月 1日
     金医5 045-782-2101  （一般入院）第1622号      平成28年 5月 1日
     （総合２）第6号           平成29年 5月 1日
     （超急性期）第50号        平成20年10月 1日
     （診療録１）第31号        平成26年 5月 1日
     （事補１）第75号          平成29年10月 1日
     （急性看補）第17号        平成28年 6月 1日
     （看夜配）第15号          平成28年 4月 1日
     （療）第139号             平成28年 2月 1日
     （重）第214号             平成30年 1月 1日
     （無菌１）第22号          平成27年 6月 1日
     （無菌２）第2号           平成25年 3月 1日
     （緩診）第35号            平成28年 4月 1日
     （栄養チ）第59号          平成25年 6月 1日
     （医療安全１）第28号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第2号       平成26年10月 1日
     （患サポ）第11号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第21号        平成19年 5月 1日
     （ハイ妊娠）第11号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第2号         平成21年 4月 1日
     （総合評価）第69号        平成22年10月 1日
     （呼吸チ）第12号          平成22年 6月 1日
     （後発使１）第99号        平成30年 3月 1日
     （病棟薬１）第101号       平成28年 7月 1日
     （病棟薬２）第22号        平成28年 7月 1日
     （データ提）第5号         平成24年10月 1日
     （退支）第11号            平成28年 5月 1日
     （認ケア）第44号          平成29年 4月 1日
     （地歯入院）第5号         平成20年 4月 1日
     （集３）第34号            平成28年 6月 1日
     （小入４）第70号          平成28年 8月 1日
     （緩）第21号              平成28年 5月 1日
     （食）第17号              昭和33年10月 1日
     （高）第2号               平成 6年 4月 1日
     （糖管）第161号           平成24年 5月 1日
     （がん疼）第28号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第6号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第63号        平成27年 5月 1日
     （がん指３）第35号        平成28年 7月 1日
     （外緩）第21号            平成28年 4月 1日
     （糖防管）第76号          平成28年 2月 1日
     （トリ）第4号             平成24年 4月 1日
     （放射診）第2号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第714号           平成29年 7月 1日
     （がん計）第18号          平成24年 7月 1日
     （肝炎）第21号            平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （薬）第74号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第11号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第3号           平成20年 4月 1日
     （医管）第1987号          平成28年11月 1日
     （在看）第2号             平成24年 4月 1日
     （在血液）第10号          平成25年 6月 1日
     （持血測）第42号          平成29年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第76号          平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第6号             平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第40号            平成24年11月 1日
     （血内）第49号            平成26年 7月 1日
     （胎心エコ）第6号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第4号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第4号           平成24年 4月 1日
     （人膵）第10号            平成28年 4月 1日
     （神経）第21号            平成20年 4月 1日
     （小検）第67号            平成24年 8月 1日
     （誘発）第8号             平成22年 4月 1日
     （画２）第1号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第487号         平成27年 6月 1日
     （冠動Ｃ）第3号           平成20年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第4号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第6号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第12号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第53号          平成20年 4月 1日
     （菌）第88号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第2号             平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第35号            平成29年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第8号             平成29年 4月 1日
     （がんリハ）第11号        平成24年 3月 1日
     （歯リハ２）第424号       平成29年 6月 1日
     （エタ副甲）第13号        平成18年 4月 1日
     （透析水２）第35号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第114号           平成28年 8月 1日
     （手顕微加）第220号       平成29年 5月 1日
     （組再乳）第23号          平成27年 2月 1日
     （同種）第2号             平成28年 5月 1日
     （脊刺）第12号            平成15年 3月 1日
     （羊膜移）第1号           平成26年 4月 1日
     （緑内イ）第15号          平成28年 3月 1日
     （内鼻Ⅴ）第15号          平成28年 4月 1日
     （乳セ１）第10号          平成22年 9月 1日
     （乳セ２）第10号          平成22年 9月 1日
     （乳腫）第22号            平成28年 6月 1日
     （ゲル乳再）第24号        平成27年 2月 1日
     （経特）第29号            平成26年 9月 1日
     （経中）第2号             平成16年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ペ）第7号               平成10年 4月 1日
     （両ペ）第45号            平成26年 7月 1日
     （除）第4号               平成 8年10月 1日
     （両除）第17号            平成20年 8月 1日
     （大）第3号               平成10年 4月 1日
     （胆）第1号               平成 4年 4月 1日
     （腹肝）第35号            平成28年 1月 1日
     （膵石破）第19号          平成28年 4月 1日
     （腹膵切）第41号          平成30年 1月 1日
     （早大腸）第1号           平成24年 4月 1日
     （腎）第8号               平成元年11月 1日
     （膀胱）第15号            平成23年 6月 1日
     （腹前）第18号            平成28年 4月 1日
     （腹子）第17号            平成27年10月 1日
     （胃瘻造）第107号         平成27年 2月 1日
     （輸血Ｉ）第24号          平成19年 4月 1日
     （輸適）第6号             平成24年 4月 1日
     （造設前）第3号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第74号        平成27年 2月 1日
     （根切顕微）第189号       平成29年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第44号          平成22年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第4号           平成22年 4月 1日
     （放専）第1号             平成12年 4月 1日
     （外放）第3号             平成20年 4月 1日
     （高放）第126号           平成22年 6月 1日
     （増線）第5号             平成26年 4月 1日
     （強度）第18号            平成28年 2月 1日
     （画誘）第30号            平成27年 7月 1日
     （直放）第35号            平成28年 2月 1日
     （病理診２）第27号        平成29年 5月 1日
     （口病診２）第5号         平成29年 5月 1日
     （先１４０）第4号         平成21年 7月 1日
     （酸単）第38833号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1036080,010.2 社会福祉法人恩賜財団〒236-8653 一般       177（一般入院）第1696号      平成30年 3月 1日
     金医10 済生会支部神奈川県済横浜市金沢区平潟町１２－１ （診療録２）第53号        平成14年 4月 1日
     生会　若草病院 045-781-8811  （急性看補）第22号        平成28年 9月 1日
     （医療安全２）第145号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第10号      平成24年 4月 1日
     （総合評価）第124号       平成27年12月 1日
     （後発使１）第76号        平成29年 1月 1日
     （データ提）第108号       平成27年 1月 1日
     （退支）第101号           平成28年 7月 1日
     （認ケア）第45号          平成28年10月 1日
     （回１）第1号             平成29年12月 1日
     （地包ケア１）第13号      平成30年 1月 1日
     （食）第121号             昭和33年10月 1日
     （がん疼）第236号         平成25年 6月 1日
     （ニコ）第959号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第82号          平成22年 6月 1日
     （肝炎）第26号            平成22年 4月 1日
     （薬）第42号              平成 6年 3月 1日
     （機安１）第157号         平成24年 7月 1日
     （支援病２）第33号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第984号       平成19年 7月 1日
     （在総）第1129号          平成24年 7月 1日
     （検Ⅰ）第100号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第71号            平成20年 6月 1日
     （神経）第160号           平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第736号         平成28年 7月 1日
     （菌）第104号             平成20年 6月 1日
     （心Ⅰ）第44号            平成24年12月 1日
     （脳Ⅰ）第121号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第42号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第140号           平成24年 4月 1日
     （集コ）第52号            平成20年 5月 1日
     （ペ）第126号             平成12年 9月 1日
     （胃瘻造）第90号          平成26年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第105号         平成24年10月 1日
     （輸適）第82号            平成24年10月 1日
     （胃瘻造嚥）第62号        平成26年 6月 1日
     （麻管Ⅰ）第16号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38834号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037080,016.9 日本飛行機（株）航空〒236-0001
     金医16 宇宙機器事業部診療所横浜市金沢区昭和町３１７５
     045-773-5121  (045-771-1253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038080,018.5 栗栖医院 〒236-0031 （１７５）第2956号        平成16年 5月 1日
     金医18 横浜市金沢区六浦４－１０－１８
     045-701-9557  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1039080,031.8 山岸医院 〒236-0016
     金医31 横浜市金沢区谷津町１６０
     045-701-9555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040080,078.9 田宮眼科医院 〒236-0014
     金医78 横浜市金沢区寺前２－２－６
     045-782-0196  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041080,089.6 平石耳鼻咽喉科医院 〒236-0042 （高）第41号              平成 6年 9月 1日
     金医89 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－
     ３６
     045-782-3494  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042080,095.3 相川整形外科医院 〒236-0053
     金医95 横浜市金沢区能見台通２１－２３
     045-782-7591  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043080,098.7 公益財団法人神奈川県〒236-0002
     金医98 予防医学協会集団検診横浜市金沢区鳥浜町１３－７
     センター 045-773-1921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044080,100.1 一般社団法人　金沢区〒236-0015 （小夜１）第12号          平成16年 4月 1日
     (086,100.5) 三師会立休日救急診療横浜市金沢区金沢町４８
     金医100 所 045-782-8785  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1045080,102.7 医療法人社団　景翠会〒236-0021 一般       162（一般入院）第1566号      平成29年 6月 1日
     金医102 　金沢病院 横浜市金沢区泥亀２－８－３ （診療録２）第219号       平成27年 8月 1日
     045-781-2611  （事補１）第54号          平成29年 9月 1日
     （急性看補）第188号       平成29年11月 1日
     （医療安全１）第252号     平成26年10月 1日
     （感染防止２）第142号     平成27年10月 1日
     （後発使１）第96号        平成29年12月 1日
     （データ提）第151号       平成28年 1月 1日
     （退支）第102号           平成29年 9月 1日
     （回１）第37号            平成28年11月 1日
     （地包ケア１）第57号      平成29年11月 1日
     （食）第232号             昭和48年 1月 1日
     （がん疼）第156号         平成23年10月 1日
     （がん指）第173号         平成23年 3月 1日
     （薬）第188号             平成10年 7月 1日
     （支援病２）第37号        平成28年 8月 1日
     （在医総管）第1539号      平成24年 6月 1日
     （在総）第1115号          平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第488号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第3号             平成26年 4月 1日
     （運Ⅰ）第151号           平成26年 4月 1日
     （ペ）第120号             平成12年 4月 1日
     （胃瘻造）第132号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第42号          平成18年 8月 1日
     （輸適）第7号             平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第105号       平成27年10月 1日
     （酸単）第38835号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046080,107.6 関本クリニック 〒236-0052 （在医総管）第942号       平成19年 4月 1日
     金医107 横浜市金沢区富岡西５－５－３ （１７５）第483号         平成14年 4月 1日
     772-2705      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047080,115.9 夏山診療所 〒236-0046
     金医115 横浜市金沢区釜利谷西１－４４－
     １１
     045-782-6918  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048080,118.3 青木医院 〒236-0028 （神経）第189号           平成23年 9月 1日
     金医118 横浜市金沢区洲崎町５番８号 （Ｃ・Ｍ）第436号         平成24年 4月 1日
     045-701-9052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049080,121.7 浜坂医院 〒236-0031
     金医121 横浜市金沢区六浦１－１１－１６
     045-701-4114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1050080,122.5 文庫皮膚科 〒236-0021
     金医122 横浜市金沢区泥亀１－１７－２０
     　文庫太平ビル
     045-784-0757  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051080,127.4 中山耳鼻咽喉科医院 〒236-0027 （高）第54号              平成 7年 4月 1日
     金医127 横浜市金沢区瀬戸４－３ （酸単）第38836号         平成29年 4月 1日
     045-783-0018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052080,130.8 富田小児科 〒236-0051 （１７５）第68号          平成14年 4月 1日
     金医130 横浜市金沢区富岡東２－５－２９
     774-3170      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053080,131.6 宮崎内科医院 〒236-0042 （時間外２）第757号       平成24年 4月 1日
     金医131 横浜市金沢区釜利谷東４－５３－ （ニコ）第557号           平成29年 7月 1日
     １５
     045-783-5210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054080,132.4 北村皮膚科 〒236-0038 （酸単）第38837号         平成29年 4月 1日
     金医132 横浜市金沢区六浦南２－８－５
     045-784-0385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055080,134.0 富岡内科クリニック 〒236-0005
     金医134 横浜市金沢区並木１－１７－３
     045-773-6600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056080,136.5 六浦内科クリニック 〒236-0031 （がん指）第1300号        平成28年10月 1日
     金医136 横浜市金沢区六浦５－１－１１　 （１７５）第491号         平成14年 4月 1日
     六浦ビル４Ｆ
     045-783-6763  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057080,150.6 小野医院 〒236-0028
     金医150 横浜市金沢区洲崎町５－４１
     045-701-8771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058080,152.2 渡部内科医院 〒236-0035 （がん指）第1367号        平成29年 9月 1日
     金医152 横浜市金沢区大道１－２９－１
     045-701-3666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059080,156.3 長倉医院 〒236-0005 （ニコ）第216号           平成29年 6月 1日
     金医156 横浜市金沢区並木１－１９－２２ （外後発使）第26号        平成28年 4月 1日
     045-771-2500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060080,157.1 木原整形外科医院 〒236-0031
     金医157 横浜市金沢区六浦２－１－２０
     045-781-3636  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1061080,165.4 金沢文庫病院 〒236-0042 一般       147（一般入院）第1625号      平成28年10月 1日
     金医165 横浜市金沢区釜利谷東２－６－２ （障害入院）第1249号      平成20年10月 1日
     ２ （診療録１）第47号        平成26年10月 1日
     045-785-3311  (045-701-2530) （事補１）第71号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第23号        平成28年 7月 1日
     （看夜配）第61号          平成28年 7月 1日
     （特施）第56号            平成20年10月 1日
     （重）第180号             平成26年 7月 1日
     （医療安全２）第147号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第31号      平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第14号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第40号        平成24年10月 1日
     （退支）第12号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第9号           平成29年 5月 1日
     （精疾診）第29号          平成28年 6月 1日
     （地包ケア２）第4号       平成28年 8月 1日
     （食）第384号             昭和62年 2月 1日
     （がん疼）第282号         平成26年10月 1日
     （がん指１）第79号        平成27年 4月 1日
     （がん指２）第62号        平成27年 4月 1日
     （がん指）第24号          平成22年 4月 1日
     （排自）第2号             平成28年 9月 1日
     （薬）第101号             平成24年 7月 1日
     （支援病３）第64号        平成29年12月 1日
     （在医総管）第1517号      平成24年 4月 1日
     （検Ⅰ）第180号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第68号            平成20年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第549号         平成25年 8月 1日
     （菌）第136号             平成24年 5月 1日
     （脳Ⅰ）第198号           平成29年 9月 1日
     （運Ⅰ）第252号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第219号           平成29年 6月 1日
     （医処休）第6号           平成26年 4月 1日
     （医処外）第6号           平成26年 4月 1日
     （医処深）第6号           平成26年 4月 1日
     （医手休）第6号           平成26年 4月 1日
     （医手外）第6号           平成26年 4月 1日
     （医手深）第6号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第48号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第88号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第29号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第70号          平成25年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第34号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第217号         平成27年 1月 1日
     （酸単）第38838号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1062080,174.6 シーサイドクリニック〒236-0005 （時間外２）第363号       平成22年 4月 1日
     金医174 横浜市金沢区並木２－３－４
     045-781-4080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063080,176.1 柳沼眼科医院 〒236-0042 （コン１）第131号         平成29年 4月 1日
     金医176 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－
     ２８
     045-786-1100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064080,181.1 富岡耳鼻科・眼科 〒236-0051 （コン１）第132号         平成29年 3月 1日
     金医181 横浜市金沢区富岡東６－１－１０
     045-772-2330  (045-772-0730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065080,183.7 江原小児科医院 〒236-0005 （１７５）第497号         平成14年 4月 1日
     金医183 横浜市金沢区並木１－１４－２
     045-773-8533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066080,185.2 医療法人社団　石丸医〒236-0052 （時間外１）第284号       平成24年 6月 1日
     金医185 院 横浜市金沢区富岡西４－６－６ （がん指）第531号         平成24年 5月 1日
     045-772-3267  （在医総管）第875号       平成18年 4月 1日
     （在総）第453号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067080,188.6 はやしクリニック 〒236-0005
     金医188 横浜市金沢区並木２－１０－５
     045-785-2000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068080,191.0 吉村内科医院 〒236-0042 （がん指）第1400号        平成30年 2月 1日
     金医191 横浜市金沢区釜利谷東２－１７－
     ８
     045-785-2161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069080,192.8 医療法人社団　榎本医〒236-0046 （ニコ）第1076号          平成29年 7月 1日
     金医192 院 横浜市金沢区釜利谷西６－１－１
     ０
     045-781-3188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070080,193.6 森医院 〒236-0021 （時間外２）第923号       平成24年 4月 1日
     金医193 横浜市金沢区泥亀１－１８－１０ （支援診３）第418号       平成29年 3月 1日
     号 （がん指）第83号          平成22年 6月 1日
     045-785-3337  （在医総管）第876号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071080,195.1 日本発条株式会社　健〒236-0004
     金医195 康推進センター 横浜市金沢区福浦３丁目１０番地
     045-786-7553  (045-786-7516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1072080,197.7 関沢クリニック 〒236-0053 （時間外２）第412号       平成22年 4月 1日
     金医197 横浜市金沢区能見台通８－２８ （がん指）第408号         平成24年 4月 1日
     045-786-8852  (045-786-9293) （Ｃ・Ｍ）第731号         平成24年12月 1日
     （酸単）第38839号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073080,198.5 医療法人社団　山口診〒236-0042
     金医198 療所 横浜市金沢区釜利谷東２丁目２０
     番９号
     045-785-3912  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074080,199.3 和田耳鼻咽喉科 〒236-0042
     金医199 横浜市金沢区釜利谷東２－２１－
     ２２
     045-788-3311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075080,201.7 大久保医院 〒236-0038 （がん指）第1368号        平成29年 9月 1日
     金医201 横浜市金沢区六浦南２－４２－１ （在医総管）第926号       平成19年 1月 1日
     ８
     045-788-6565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076080,202.5 梅田皮膚クリニック 〒236-0053
     金医202 横浜市金沢区能見台通２－３－２
     ０２
     045-788-6260  (045-788-4878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077080,204.1 森クリニック 〒236-0021 （がん指）第36号          平成22年 5月 1日
     金医204 横浜市金沢区泥亀１－８－２７
     045-785-2235  (045-701-0233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078080,211.6 おいかわ眼科 〒236-0053 （コン１）第134号         平成29年 3月 1日
     金医211 横浜市金沢区能見台通８－１及川
     ビル２Ｆ
     045-784-8558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079080,213.2 第一整形外科 〒236-0052
     金医213 横浜市金沢区富岡西２－３－１
     045-771-9133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080080,217.3 椿ヶ丘医院 〒236-0052 （時間外２）第1149号      平成26年 4月 1日
     金医217 横浜市金沢区富岡西１－３５－１ （ニコ）第314号           平成29年 7月 1日
     ５ （がん指）第50号          平成22年 6月 1日
     045-771-7613  （在医総管）第705号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第38840号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1081080,218.1 鳥居泌尿器科・内科 〒236-0042 （ニコ）第657号           平成29年 7月 1日
     金医218 横浜市金沢区釜利谷東２－２１－ （がん指）第1191号        平成27年 4月 1日
     ２２フレア金沢文庫１階
     045-784-2002  (045-784-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082080,219.9 医療法人社団　所耳鼻〒236-0038 （高）第80号              平成 9年 9月 1日
     金医219 咽喉科医院 横浜市金沢区六浦南２－９－１４ （酸単）第38841号         平成29年 4月 1日
     045-788-3387  (045-785-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083080,221.5 医療法人社団景翠会　〒236-0021
     金医221 金沢健診クリニック 横浜市金沢区泥亀２－１１－３
     045-786-0915  (045-786-5541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084080,222.3 岡本産婦人科医院 〒236-0053 一般         7（時間外１）第71号        平成24年 4月 1日
     金医222 横浜市金沢区能見台通１５－３ （診入院）第519号         平成22年 4月 1日
     045-784-1703  (045-788-6505) （ＨＰＶ）第69号          平成22年 4月 1日
     （１７５）第500号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085080,224.9 みやかわ眼科 〒236-0042 （コン１）第135号         平成29年 4月 1日
     金医224 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－
     ９クリニックビル３Ｆ
     045-785-5630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086080,226.4 医療法人社団　青木こ〒236-0032
     金医226 どもクリニック 横浜市金沢区六浦南２－９－１４
     六浦診療所２Ｆ
     045-788-8181  (045-788-*818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087080,227.2 小谷クリニック 〒236-0012 （がん疼）第370号         平成28年11月 1日
     金医227 横浜市金沢区柴町３４９－１ （支援診２）第144号       平成28年 4月 1日
     045-781-7889  (045-781-7846) （がん指）第86号          平成22年 7月 1日
     （在医総管）第206号       平成18年 4月 1日
     （在総）第455号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第797号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第38842号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088080,228.0 医療法人　杉本クリニ〒236-0027 （がん指）第537号         平成24年 5月 1日
     金医228 ック 横浜市金沢区瀬戸３－７ （外後発使）第172号       平成28年 6月 1日
     045-701-9462  (045-783-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089080,231.4 竹林眼科 〒236-0057 （コン１）第434号         平成29年 4月 1日
     金医231 横浜市金沢区能見台４－４－２２
     045-786-1499  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090080,232.2 田村クリニック 〒236-0057 （がん指）第87号          平成22年 6月 1日
     金医232 横浜市金沢区能見台４－４－２２
     045-784-2252  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1091080,234.8 内科　植村医院 〒236-0057 （１７５）第501号         平成14年 4月 1日
     金医234 横浜市金沢区能見台４－４－２２
     045-788-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092080,235.5 てづか耳鼻咽喉科 〒236-0042
     金医235 横浜市金沢区釜利谷東７－１－６
     045-783-8780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093080,237.1 医療法人社団　六浦診〒236-0038 （ニコ）第183号           平成29年 7月 1日
     金医237 療所 横浜市金沢区六浦南２－９－１４ （がん指）第1361号        平成29年 8月 1日
     045-701-9917  （在医総管）第207号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第38843号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094080,238.9 いけがわ医院 〒236-0028 （がん指）第51号          平成22年 6月 1日
     金医238 横浜市金沢区洲崎町４－３ （在医総管）第647号       平成18年 4月 1日
     045-782-8235  （外後発使）第27号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095080,241.3 富岡皮膚科クリニック〒236-0052
     金医241 横浜市金沢区富岡西７－３－３斉
     木ビル２階
     045-773-2212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096080,246.2 河本クリニック 〒236-0042 （支援診２）第145号       平成28年 4月 1日
     金医246 横浜市金沢区釜利谷東２－１１－ （在医総管）第208号       平成18年 4月 1日
     ３グレース金沢文庫３階
     045-788-6603  (045-788-6613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097080,251.2 稲村クリニック 〒236-0004 （１７５）第11号          平成14年 4月 1日
     金医251 横浜市金沢区福浦２－６－５
     045-789-0176  (045-789-0176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098080,252.0 松瀬医院 〒236-0052 （時間外２）第924号       平成24年 4月 1日
     金医252 横浜市金沢区富岡西５－５－１４ （地包加）第298号         平成29年 4月 1日
     045-773-0397  (045-772-6210) （１７５）第502号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099080,255.3 白石クリニック 〒236-0052 （時間外２）第955号       平成24年 4月 1日
     金医255 横浜市金沢区富岡西６－１８－２ （在医総管）第210号       平成18年 4月 1日
     ５
     045-774-7725  (045-774-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100080,256.1 金沢内科クリニック 〒236-0016 （エタ甲）第65号          平成23年11月 1日
     金医256 横浜市金沢区谷津町３４１ （酸単）第38844号         平成29年 4月 1日
     045-787-0221  (045-787-0224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1101080,257.9 森眼科医院 〒236-0037 （コン１）第136号         平成29年 4月 1日
     金医257 横浜市金沢区六浦東２－４－１菊
     池ビル１０２
     045-786-3511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102080,258.7 富岡西クリニック 〒236-0052 （がん疼）第277号         平成26年 9月 1日
     金医258 横浜市金沢区富岡西６－１５－５ （がん指）第72号          平成22年 6月 1日
     045-778-2201  (045-778-2201) （在医総管）第211号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103080,260.3 ヨーダー公子クリニッ〒236-0031 （コン１）第435号         平成29年 4月 1日
     金医260 ク　眼科・美容皮膚科横浜市金沢区六浦５－１－１１　
     ２Ｆ
     045-782-8457  (045-782-8457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104080,261.1 いそがい眼科クリニッ〒236-0016 （コン１）第137号         平成28年 7月 1日
     金医261 ク 横浜市金沢区谷津町３４３谷津ク
     リニックビル４Ｆ
     045-790-5432  (045-790-5433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105080,262.9 小澤医院 〒236-0027 （在医総管）第213号       平成18年 4月 1日
     金医262 横浜市金沢区瀬戸３－４６
     045-701-9960  (045-701-9962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106080,265.2 医療法人社団　厚済会〒236-0016 （時間外１）第32号        平成24年 4月 1日
     金医265 　文庫じんクリニック横浜市金沢区谷津町３５ＶＩＣＳ （糖管）第143号           平成23年 8月 1日
     ビル （機安１）第12号          平成20年 4月 1日
     045-790-8280  (045-790-8270) （外後発使）第240号       平成29年 7月 1日
     （透析水１）第7号         平成22年 4月 1日
     （肢梢）第3号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第38845号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107080,268.6 パートリア診療所 〒236-0057
     金医268 横浜市金沢区能見台東１０－１－
     １Ｆ
     045-790-5731  (045-790-5737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108080,270.2 堀内医院 〒236-0051 （時間外２）第925号       平成24年 4月 1日
     金医270 横浜市金沢区富岡東５－１９－９
     045-772-3591  (045-772-1411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109080,271.0 大橋耳鼻咽喉科医院 〒236-0031 （補聴）第16号            平成13年 6月 1日
     金医271 横浜市金沢区六浦４－１７－２８ （１７５）第504号         平成14年 4月 1日
     045-781-9543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110080,273.6 上野眼科 〒236-0027
     金医273 横浜市金沢区瀬戸３－４５
     045-787-3330  (045-787-3310)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1111080,274.4 ふじのクリニック 〒236-0027 （神経）第22号            平成20年 4月 1日
     金医274 横浜市金沢区瀬戸３－４５八景メ （Ｃ・Ｍ）第741号         平成25年 2月 1日
     ディカルビル２Ｆ
     045-787-3322  (045-787-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112080,276.9 いとう内科クリニック〒236-0051 （ニコ）第78号            平成29年 6月 1日
     金医276 横浜市金沢区富岡東５－１８－１ （がん指）第1351号        平成29年 6月 1日
     長谷川メディカルプラザ富岡２Ｆ （酸単）第38846号         平成29年 4月 1日
     －Ｅ
     045-771-2277  (045-771-2572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113080,279.3 はじりペインクリニッ〒236-0037 （時間外２）第160号       平成22年 4月 1日
     金医279 ク 横浜市金沢区六浦東３－１－２７ （ニコ）第676号           平成29年 6月 1日
     サウスよこはま３Ｆ，４Ｆ （がん指）第1344号        平成29年 4月 1日
     045-790-3335  (045-790-3336) （在医総管）第1300号      平成22年 4月 1日
     （酸単）第38847号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114080,282.7 産業振興センター診療〒236-0004 （時間外２）第1233号      平成27年 5月 1日
     金医282 所 横浜市金沢区福浦１－５－２ （ニコ）第1173号          平成29年 6月 1日
     045-782-3321  (045-782-3229) （歩行）第87号            平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115080,283.5 桑原内科クリニック 〒236-0032 （時間外２）第1147号      平成26年 4月 1日
     金医283 横浜市金沢区六浦５－２１－３グ （地包加）第284号         平成28年 4月 1日
     リーンプラザ六浦１０６ （ニコ）第450号           平成29年 7月 1日
     045-791-5751  (045-791-5752) （がん指）第1261号        平成28年 6月 1日
     （在医総管）第215号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116080,284.3 中村整形外科 〒236-0042 （在医総管）第216号       平成18年 4月 1日
     金医284 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－ （運Ⅰ）第310号           平成29年12月 1日
     ９
     045-783-2855  (045-701-0255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117080,286.8 こじま脳神経外科・内〒236-0042 （がん指）第536号         平成24年 5月 1日
     金医286 科クリニック 横浜市金沢区釜利谷東６－２１－ （神経）第116号           平成20年 7月 1日
     １ （Ｃ・Ｍ）第576号         平成24年 4月 1日
     045-791-3177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118080,291.8 医療法人社団辰児会　〒236-0042 （酸単）第38848号         平成29年 4月 1日
     金医291 浅井こどもクリニック横浜市金沢区釜利谷東２－１４－
     １１高野第２ビル２Ｆ
     045-785-1152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119080,292.6 能見台こどもクリニッ〒236-0053 （酸単）第38849号         平成29年 4月 1日
     金医292 ク 横浜市金沢区能見台通４－８
     045-786-2055  (045-786-1006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1120080,294.2 胃腸科内科・松丸 〒236-0042
     金医294 横浜市金沢区釜利谷東２－４－４
     ＢＯＸカマリヤ２Ｆ
     045-784-9425  (045-784-9425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121080,295.9 小谷医院 〒236-0057
     金医295 横浜市金沢区能見台３－７－７
     045-773-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122080,302.3 横井医院 〒236-0014 （１７５）第2984号        平成15年 2月 4日
     金医302 横浜市金沢区寺前２－１７－２２
     －１０１
     045-701-9867  (045-701-9869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123080,303.1 ふじわら小児科 〒236-0052
     金医303 横浜市金沢区富岡西１－４８－１
     ２
     045-773-6333  (045-773-6332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124080,305.6 迫田産婦人科 〒236-0042 一般 （ＨＰＶ）第363号         平成26年 4月 1日
     金医305 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－　　一般     1
     ９クリニックビル２Ｆ
     045-783-2200  (045-783-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125080,311.4 河合耳鼻咽喉科医院 〒236-0051 （高）第250号             平成24年 4月 1日
     金医311 横浜市金沢区富岡東５－２０－８
     045-773-0133  (045-772-8677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126080,315.5 並木クリニック 〒236-0005 （ニコ）第18号            平成29年 6月 1日
     金医315 横浜市金沢区並木２－９－４ （がん指）第1324号        平成29年 2月 1日
     045-788-0888  （１７５）第498号         平成16年 4月27日
     （酸単）第38851号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127080,318.9 千葉内科・消化器科 〒236-0027 （ニコ）第310号           平成29年 7月 1日
     金医318 横浜市金沢区瀬戸３－４５金沢八 （がん指）第52号          平成22年 6月 1日
     景メディカルビル４Ｆ （Ｃ・Ｍ）第792号         平成26年 3月 1日
     045-787-3300  (045-787-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128080,319.7 あい小児科アレルギー〒236-0053
     金医319 科 横浜市金沢区能見台通２４－８
     045-787-3005  (045-787-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129080,323.9 グッドハートクリニッ〒236-0016
     金医323 ク 横浜市金沢区谷津町４１９文庫ビ
     ル３Ｆ
     045-788-4970  (045-788-4976)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1130080,325.4 高橋こどもクリニック〒236-0051
     金医325 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２階
     Ｇ号室
     045-775-3111  (045-775-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131080,326.2 文庫こころのクリニッ〒236-0017
     金医326 ク 横浜市金沢区西柴３－２－１
     045-783-1000  (045-783-1000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132080,327.0 原田クリニック 〒236-0037 （がん指）第1383号        平成29年12月 1日
     金医327 横浜市金沢区六浦東３－１－２７ （在医総管）第222号       平成18年 4月 1日
     サウスよこはま２Ｆ
     045-787-0776  (045-787-0776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133080,328.8 せざき整形外科 〒236-0051 （運Ⅱ）第729号           平成29年 4月 1日
     金医328 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３Ｆ
     医療棟Ｋ号室
     045-771-4161  (045-771-4134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134080,329.6 髙橋医院 〒236-0021 （１７５）第492号         平成16年12月20日
     金医329 横浜市金沢区泥亀１－１５－３
     045-781-3055  (045-785-3971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1135080,330.4 公立大学法人　横浜市〒236-0004 一般       632（病初診）第48号          平成22年 4月 1日
     (086,330.8) 立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 結核        16（外来環）第161号         平成20年 7月 1日
     金医330 045-787-2800  (045-787-2931) 精神        26（特定入院）第1013号      平成28年10月 1日
     （超急性期）第5号         平成20年 4月 1日
     （診療録１）第78号        平成29年10月 1日
     （事補１）第77号          平成29年 3月 1日
     （急性看補）第95号        平成23年 6月 1日
     （看夜配）第9号           平成26年 6月 1日
     （療）第64号              平成24年10月 1日
     （重）第161号             平成24年12月 1日
     （無菌１）第6号           平成24年10月 1日
     （無菌２）第10号          平成24年 4月 1日
     （緩診）第9号             平成23年 4月 1日
     （精合併加算）第5号       平成20年 4月 1日
     （精リエ）第3号           平成24年 4月 1日
     （摂食障害）第1号         平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第2号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第22号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第142号         平成24年 5月 1日
     （褥瘡ケア）第23号        平成19年 7月 1日
     （ハイ妊娠）第12号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第3号         平成21年 4月 1日
     （呼吸チ）第33号          平成28年11月 1日
     （病棟薬１）第85号        平成26年12月 1日
     （病棟薬２）第7号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第35号        平成24年10月 1日
     （退支）第13号            平成29年12月 1日
     （精疾診）第13号          平成28年 4月 1日
     （精急医配）第27号        平成28年 4月 1日
     （集１）第6号             平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第7号       平成28年10月 1日
     （新１）第31号            平成27年 5月 1日
     （小入３）第47号          平成23年 8月 1日
     （食）第486号             平成17年 4月 1日
     （ウ指）第6号             平成21年12月 1日
     （高）第10号              平成17年 4月 1日
     （糖管）第108号           平成21年12月 1日
     （がん疼）第4号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第3号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第50号        平成26年 6月 1日
     （がん指３）第32号        平成27年12月 1日
     （外緩）第5号             平成24年 4月 1日
     （移植管造）第7号         平成26年 3月 1日
     （糖防管）第23号          平成24年 4月 1日
     （放射診）第11号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第508号           平成29年 7月 1日
     （がん計）第1号           平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （肝炎）第4号             平成22年 4月 1日
     （薬）第25号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第13号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第4号           平成20年 4月 1日
     （機安歯）第1号           平成20年 4月 1日
     （医管）第483号           平成18年 4月 1日
     （持血測）第8号           平成26年 4月 1日
     （遺伝検）第7号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第3号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第70号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第2号             平成22年 4月 1日
     （国標）第2号             平成28年 4月 1日
     （遺伝カ）第8号           平成24年11月 1日
     （血内）第5号             平成17年 4月 1日
     （胎心エコ）第2号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第21号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第13号          平成24年 4月 1日
     （人膵）第6号             平成17年 4月 1日
     （長）第5号               平成17年 4月 1日
     （神経）第23号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第8号             平成17年 4月 1日
     （ロー検）第6号           平成24年 4月 1日
     （コン１）第109号         平成28年 4月 1日
     （誘発）第3号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第6号           平成24年 4月 1日
     （画１）第56号            平成28年 5月 1日
     （ポ断）第32号            平成22年 5月 1日
     （ポ断コ複）第32号        平成22年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第538号         平成27年11月 1日
     （冠動Ｃ）第23号          平成20年 8月 1日
     （心臓Ｍ）第35号          平成20年 8月 1日
     （乳房Ｍ）第15号          平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第4号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第58号          平成27年 3月 1日
     （菌）第12号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第5号             平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第4号             平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第9号             平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第19号        平成24年 9月 1日
     （歯リハ２）第24号        平成26年 4月 1日
     （児春専）第2号           平成28年 4月 1日
     （ショ小）第1号           平成18年 4月 1日
     （抗治療）第5号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第43号        平成17年 4月 1日
     （血入）第6号             平成28年 4月 1日
     （エタ甲）第37号          平成17年 4月 1日
     （エタ副甲）第7号         平成17年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （透析水２）第65号        平成24年 5月 1日
     （肢梢）第93号            平成28年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1048号      平成26年 9月 1日
     （黒セ）第1号             平成22年 4月 1日
     （組再乳）第22号          平成27年 1月 1日
     （同種）第4号             平成29年 4月 1日
     （自家）第1号             平成26年 2月28日
     （脳刺）第8号             平成17年 4月 1日
     （脊刺）第17号            平成17年 4月 1日
     （緑内イ）第4号           平成26年 4月 1日
     （硝切）第2号             平成24年 4月 1日
     （網膜再）第10号          平成26年 5月 1日
     （植補聴）第6号           平成25年 2月28日
     （内鼻Ⅴ）第3号           平成26年 4月 1日
     （乳セ１）第4号           平成25年 4月 1日
     （乳セ２）第4号           平成25年 4月 1日
     （乳腫）第20号            平成28年 5月 1日
     （ゲル乳再）第22号        平成27年 1月 1日
     （経特）第49号            平成29年 3月 1日
     （経中）第36号            平成20年 4月 1日
     （ペ）第91号              平成17年 4月 1日
     （両ペ）第17号            平成18年 4月 1日
     （除）第7号               平成17年 4月 1日
     （両除）第2号             平成20年 4月 1日
     （大）第48号              平成17年 4月 1日
     （補心）第4号             平成17年 4月 1日
     （腹小切）第1号           平成26年 4月 1日
     （胆腫）第12号            平成28年 4月 1日
     （胆）第2号               平成17年 4月 1日
     （腹肝）第1号             平成29年 1月 1日
     （生）第1号               平成17年 4月 1日
     （腹膵切）第8号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第12号          平成24年 4月 1日
     （腎）第19号              平成17年 4月 1日
     （腹腎支器）第4号         平成28年11月 1日
     （腹膀）第4号             平成24年 4月 1日
     （腹小膀悪）第6号         平成26年 4月 1日
     （人工尿）第8号           平成28年 4月 1日
     （腹前）第8号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第10号        平成26年 5月 1日
     （腹仙骨固）第9号         平成29年 3月 1日
     （腹子）第4号             平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第52号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第127号           平成30年 3月 1日
     （自生接）第2号           平成24年 4月 1日
     （造設前）第22号          平成24年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第36号          平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （人工歯根）第11号        平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第3号           平成17年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第22号          平成22年 6月 1日
     （放専）第18号            平成17年 4月 1日
     （外放）第4号             平成20年 4月 1日
     （高放）第84号            平成17年 4月 1日
     （増線）第11号            平成26年 4月 1日
     （強度）第1号             平成20年 4月 1日
     （画誘）第2号             平成22年 4月 1日
     （体対策）第6号           平成24年 4月 1日
     （直放）第12号            平成20年10月 1日
     （定対策）第7号           平成24年 4月 1日
     （病理診２）第6号         平成24年 4月 1日
     （補管）第639号           平成17年 4月 1日
     （矯診）第147号           平成22年 4月 1日
     （顎診）第108号           平成18年 4月 1日
     （先０６７）第1号         平成20年12月 1日
     （先１２９）第1号         平成24年 8月 1日
     （先１４０）第10号        平成22年 5月 1日
     （先－１９５）第2号       平成25年 1月 1日
     （先－２４２）第1号       平成27年 6月 1日
     （先－２５３）第7号       平成29年11月 1日
     （先－２６６）第1号       平成27年11月 1日
     （先－２７６）第1号       平成29年 7月 1日
     （酸単）第38852号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136080,331.2 金沢皮膚科 〒236-0021 （酸単）第38853号         平成29年 4月 1日
     金医331 横浜市金沢区泥亀２－８－１２ラ
     イフモリ６号館１０１号室
     045-791-5510  (045-791-5514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137080,334.6 医療法人社団　あおぞ〒236-0002 （支援診２）第17号        平成29年 4月 1日
     金医334 ら会　横浜あおぞらク横浜市金沢区鳥浜町１４－１０ （在医総管）第223号       平成18年 4月 1日
     リニック 045-778-9883  (045-771-9223) （在総）第716号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138080,335.3 いとうファミリークリ〒236-0016 （時間外２）第1216号      平成26年11月 1日
     金医335 ニック 横浜市金沢区谷津町３７８ （小か診）第11号          平成28年 4月 1日
     045-783-5769  (045-353-5123) （ニコ）第1111号          平成29年 7月 1日
     （がん指）第1173号        平成26年11月 1日
     （酸単）第38854号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139080,337.9 富岡胃腸科肛門科 〒236-0052 （がん指）第1345号        平成29年 4月 1日
     金医337 横浜市金沢区富岡西７－４－１６
     小澤ビル１Ｆ
     045-774-3120  (045-774-3120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1140080,338.7 すみれ眼科クリニック〒236-0051 （コン１）第440号         平成29年 4月 1日
     金医338 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３Ｆ
     045-778-2277  (045-778-2272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141080,339.5 若葉クリニック 〒236-0053
     金医339 横浜市金沢区能見台通７－２３能
     見台ハーモニービル３Ｆ
     045-791-5667  (045-791-5627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142080,340.3 すがの内科クリニック〒236-0016 （がん指）第1380号        平成29年11月 1日
     金医340 横浜市金沢区谷津町１４８－３
     045-788-3636  (045-788-3626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143080,341.1 かとう整形外科クリニ〒236-0005 （運Ⅱ）第49号            平成18年 4月 1日
     金医341 ック 横浜市金沢区並木１－１７－１
     045-773-7311  (045-773-7873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144080,343.7 たかさき内科 〒236-0052 （ニコ）第96号            平成29年 7月 1日
     金医343 横浜市金沢区富岡西２－３－１野 （がん指）第1308号        平成28年11月 1日
     本ビル１Ｆ
     045-773-8001  (045-773-8075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145080,345.2 ふじもと小児クリニッ〒236-0043
     金医345 ク 横浜市金沢区大川７－６－１２６
     045-791-7211  (045-791-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146080,346.0 南横浜ホームケアクリ〒236-0053 （時間外１）第279号       平成24年 5月 1日
     金医346 ニック 横浜市金沢区能見台通３－１５　 （支援診３）第537号       平成28年 8月 1日
     ステイションピア能見台２Ｆ （在診実１）第3号         平成26年 4月 1日
     045-780-3520  (045-780-3521) （在医総管）第934号       平成19年 2月 1日
     （在総）第754号           平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147080,347.8 金沢あおぞらクリニッ〒236-0043 （がん指）第40号          平成22年 5月 1日
     金医347 ク 横浜市金沢区大川７－６－１２５
     045-787-3331  (045-787-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148080,348.6 むつうら整形外科 〒236-0031 （運Ⅱ）第737号           平成29年 5月 1日
     金医348 横浜市金沢区六浦５－１－１１
     045-791-3762  (045-791-3763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149080,351.0 篠田医院 〒236-0005 （支援診３）第558号       平成28年 4月 1日
     金医351 横浜市金沢区並木３－８－１ （在診実１）第171号       平成28年 4月 1日
     045-781-7777  (045-781-2285) （がん指）第533号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第970号       平成19年11月15日
     （在総）第768号           平成19年11月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1150080,352.8 花クリニック 〒236-0016 （時間外１）第95号        平成24年 4月 1日
     金医352 横浜市金沢区谷津町３８４金沢文 （透析水２）第10号        平成24年 4月 1日
     庫京急ビル４Ｆ
     045-701-3175  (045-701-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151080,354.4 打越メディカルクリニ〒236-0057 （ニコ）第471号           平成29年 6月 1日
     金医354 ック 横浜市金沢区能見台１－３３－６ （支援診３）第659号       平成29年 4月 1日
     045-770-6868  (045-770-6869) （在医総管）第1101号      平成20年 6月 1日
     （在総）第850号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152080,355.1 星空クリニック 〒236-0042 （支援診２）第146号       平成28年 4月 1日
     金医355 横浜市金沢区釜利谷東３－１－３ （在医総管）第1472号      平成23年10月31日
     金沢文庫第２金井ビル３Ｆ （在総）第1067号          平成23年10月31日
     045-489-3602  (045-489-3602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153080,359.3 庄司クリニック 〒236-0042 （がん指）第790号         平成24年 7月 1日
     金医359 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－ （Ｃ・Ｍ）第733号         平成25年 1月 1日
     ３２トライアンジュ文庫３Ｆ
     045-790-3220  (045-790-3230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154080,361.9 とみやま内科クリニッ〒236-0031 （がん指）第535号         平成24年 5月 1日
     金医361 ク 横浜市金沢区六浦１－１－７ライ （酸単）第38855号         平成29年 4月 1日
     ブピア金沢八景２階
     045-790-1380  (045-790-1383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1155080,364.3 神奈川県立循環器呼吸〒236-0051 一般       179（一般入院）第1777号      平成29年 8月 1日
     (086,364.7) 器病センター 横浜市金沢区富岡東６－１６－１結核        60（結核入院）第1090号      平成26年10月 1日
     金医364 045-701-9581  (045-786-4770) （診療録２）第167号       平成22年 4月 1日
     （事補２）第150号         平成29年 5月 1日
     （急性看補）第81号        平成28年 9月 1日
     （療）第125号             平成22年 4月 1日
     （重）第189号             平成23年 5月 1日
     （医療安全１）第181号     平成22年 4月 1日
     （感染防止１）第3号       平成26年 4月 1日
     （患サポ）第12号          平成24年 4月 1日
     （データ提）第6号         平成24年10月 1日
     （退支）第14号            平成29年 4月 1日
     （集３）第105号           平成28年10月 1日
     （食）第647号             平成22年 4月 1日
     （がん疼）第87号          平成23年 4月 1日
     （がん指１）第34号        平成22年10月 1日
     （がん指２）第15号        平成26年 4月 1日
     （糖防管）第81号          平成28年 8月 1日
     （ニコ）第577号           平成29年 7月 1日
     （薬）第310号             平成23年 4月 1日
     （電情）第13号            平成28年10月 1日
     （機安１）第142号         平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第216号           平成22年 4月 1日
     （検Ⅱ）第124号           平成24年 9月 1日
     （歩行）第11号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第5号           平成24年 4月 1日
     （画２）第92号            平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第489号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第56号          平成23年10月 1日
     （心臓Ｍ）第52号          平成22年 4月 1日
     （抗悪処方）第53号        平成22年 5月 1日
     （外化１）第123号         平成22年 4月 1日
     （菌）第116号             平成23年 4月 1日
     （心Ⅰ）第33号            平成24年 9月 1日
     （運Ⅱ）第468号           平成22年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第157号           平成24年 9月 1日
     （経特）第35号            平成22年 4月 1日
     （経中）第41号            平成22年 4月 1日
     （ペ）第180号             平成22年 4月 1日
     （両ペ）第38号            平成23年 4月 1日
     （除）第32号              平成22年 4月 1日
     （両除）第25号            平成22年 4月 1日
     （大）第100号             平成22年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第140号         平成29年12月 1日
     （麻管Ⅰ）第174号         平成22年 4月 1日
     （放専）第61号            平成29年 4月 1日
     （外放）第51号            平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （高放）第125号           平成22年 4月 1日
     （画誘）第35号            平成29年 4月 1日
     （体対策）第27号          平成29年 4月 1日
     （直放）第41号            平成29年 4月 1日
     （定対策）第25号          平成29年 4月 1日
     （テ組織）第8号           平成24年 3月 1日
     （１７５）第3018号        平成22年 4月 1日
     （先－２０６）第3号       平成24年 6月 1日
     （先－２３６）第1号       平成26年 1月 1日
     （酸単）第38856号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156080,367.6 かわぐち皮フ科 〒236-0053
     金医367 横浜市金沢区能見台通２５－２８
     　１Ｆ
     045-781-4112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157080,368.4 おのせメンタルクリニ〒236-0016
     金医368 ック 横浜市金沢区谷津町３４３　谷津
     クリニックビル５Ｆ
     045-783-8688  (045-783-8728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158080,369.2 グリーン耳鼻咽喉科 〒236-0021 （高）第236号             平成23年 5月 1日
     金医369 横浜市金沢区泥亀２－５－１　ユ
     ニオンセンター１Ｆ
     045-370-7387  (045-370-7487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159080,370.0 あかり木診療所 〒236-0015 （がん指）第1231号        平成28年 1月 1日
     金医370 横浜市金沢区金沢町１８４－１９
     ２
     045-781-8830  (045-781-8850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160080,371.8 京浜健診クリニック 〒236-0026 （がん指）第1056号        平成25年 7月 1日
     金医371 横浜市金沢区柳町３－９ （Ｃ・Ｍ）第783号         平成26年 1月 1日
     045-782-3222  (045-783-6009) （外後発使）第30号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161080,372.6 能見台眼科 〒236-0058 （コン３）第40号          平成29年 4月 1日
     金医372 横浜市金沢区能見台東３－１イト
     ーヨーカドー能見台店３Ｆ
     045-374-3331  (045-374-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162080,374.2 八景耳鼻咽喉科 〒236-0027 （高）第254号             平成24年 6月 1日
     金医374 横浜市金沢区瀬戸３－４５八景メ
     ディカルビル６Ｆ
     045-787-1133  (045-787-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1163080,375.9 医療法人　悠生会　つ〒236-0053 （がん指）第1178号        平成27年 1月 1日
     金医375 のだ医院 横浜市金沢区能見台通１－２白樺
     第一ビル３Ｆ
     045-790-3676  (045-790-3676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164080,376.7 医療法人社団協友会　〒236-0005 一般        44（療養入院）第452号       平成28年11月 1日
     金医376 横浜なみきリハビリテ横浜市金沢区並木２－８－１ 療養       180（障害入院）第1300号      平成27年 2月 1日
     ーション病院 045-788-0031  (045-788-0032) （診療録１）第10号        平成26年 4月 1日
     （特施）第110号           平成27年 2月 1日
     （療）第137号             平成28年11月 1日
     （療養１）第123号         平成28年11月 1日
     （医療安全２）第232号     平成24年 9月 1日
     （感染防止２）第100号     平成24年 9月 1日
     （患サポ）第173号         平成24年 9月 1日
     （後発使１）第3号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第105号       平成28年 7月 1日
     （退支）第163号           平成28年 8月 1日
     （認ケア）第19号          平成28年 7月 1日
     （回１）第18号            平成26年10月 1日
     （回２）第65号            平成28年11月 1日
     （食）第673号             平成24年 9月 1日
     （薬）第336号             平成24年 9月 1日
     （地連計）第25号          平成28年 8月 1日
     （検Ⅰ）第238号           平成24年 9月 1日
     （遠画）第43号            平成25年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第881号         平成28年 8月 1日
     （菌）第140号             平成24年10月 1日
     （脳Ⅰ）第147号           平成24年 9月 1日
     （運Ⅰ）第188号           平成24年 9月 1日
     （呼Ⅱ）第92号            平成28年 1月 1日
     （胃瘻造）第80号          平成26年 5月 1日
     （輸血Ⅱ）第106号         平成24年 9月 1日
     （輸適）第94号            平成25年11月 1日
     （胃瘻造嚥）第55号        平成26年 5月 1日
     （酸単）第38857号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165080,377.5 上岡医院 〒236-0052 （ニコ）第919号           平成29年 7月 1日
     金医377 横浜市金沢区富岡西６－１６－１ （がん指）第1318号        平成28年12月 1日
     １ （在医総管）第1606号      平成24年12月 1日
     045-775-3737  (045-775-3730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1166080,379.1 川畑内科クリニック 〒236-0016 （時間外２）第1122号      平成25年 5月 1日
     金医379 横浜市金沢区谷津町３４３谷津ク （支援診３）第1031号      平成29年 4月 1日
     リニックビル２Ｆ （がん指）第1230号        平成28年 1月 1日
     045-791-3337  (045-791-3338) （在医総管）第1662号      平成25年 5月 1日
     （在総）第1206号          平成25年 5月 1日
     （ペ）第198号             平成25年 5月 1日
     （酸単）第38858号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167081,000.2 医療法人社団ありさ会〒236-0042 （時間外２）第1168号      平成26年 6月 1日
     金医1000 　金沢白百合クリニッ横浜市金沢区釜利谷東７－２３－ （支援診２）第269号       平成28年10月 1日
     ク ２３ （がん指）第1258号        平成28年 5月 1日
     045-791-5570  (045-791-5567) （在医総管）第1769号      平成26年 4月 1日
     （在総）第1287号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168081,001.0 大成整形外科クリニッ〒236-0016 （時間外１）第425号       平成26年 4月 1日
     金医1001 ク 横浜市金沢区谷津町３６４金沢文 （運Ⅱ）第605号           平成26年 4月 1日
     庫ビル１Ｆ
     045-785-5521  (045-785-5543)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169081,003.6 並木小磯診療所 〒236-0005 （ニコ）第1078号          平成29年 5月 1日
     金医1003 横浜市金沢区並木１－１７－１金 （支援診２）第289号       平成28年 5月 1日
     沢センターシーサイド１０１ （在緩診実）第58号        平成29年 4月 1日
     045-770-1191  (045-770-1192) （がん指）第1227号        平成27年12月 1日
     （在医総管）第1797号      平成26年 8月 1日
     （在総）第1303号          平成26年 8月 1日
     （酸単）第38859号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170081,004.4 あい皮ふ科　アレルギ〒236-0027
     金医1004 ー科 横浜市金沢区瀬戸１７－６
     045-788-3335  (045-788-3335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171081,005.1 能見台きづなクリニッ〒236-0053 （時間外１）第452号       平成26年11月 1日
     金医1005 ク 横浜市金沢区能見台通３－１アサ （地包加）第279号         平成27年10月 1日
     ヒビル３０１ （がん疼）第292号         平成27年 1月 1日
     045-780-3270  (045-780-3271) （支援診３）第1166号      平成28年10月 1日
     （在診実１）第143号       平成27年 7月 1日
     （在医総管）第1830号      平成26年11月 1日
     （在総）第1320号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172081,007.7 きくち内科クリニック〒236-0033 （ニコ）第1149号          平成29年 6月 1日
     金医1007 横浜市金沢区東朝比奈２－２０－ （がん指）第1369号        平成29年 9月 1日
     ８ （在医総管）第1901号      平成27年 5月 1日
     045-785-3222  (045-786-3222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1173081,008.5 金沢文庫南クリニック〒236-0014 （時間外１）第486号       平成27年 7月 1日
     金医1008 横浜市金沢区寺前１－１－２８Ｎ （支援診２）第323号       平成29年 3月 1日
     ビル２Ｆ２０１ （がん指）第1335号        平成29年 3月 1日
     045-782-9500  (045-782-9501) （在医総管）第1906号      平成27年 7月 1日
     （在総）第1370号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174081,009.3 医療法人社団　厚済会〒236-0027 （時間外１）第499号       平成27年12月 1日
     金医1009 　金沢クリニック 横浜市金沢区瀬戸１９－９ （糖管）第247号           平成27年12月 1日
     045-784-8600  （がん指）第1378号        平成29年10月 1日
     （電情）第16号            平成28年12月 1日
     （機安１）第173号         平成27年12月 1日
     （外後発使）第241号       平成29年 7月 1日
     （透析水２）第219号       平成28年 3月 1日
     （肢梢）第4号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第38860号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175081,010.1 泉福レディースクリニ〒236-0058 （時間外２）第1267号      平成28年 1月 1日
     金医1010 ック 横浜市金沢区能見台東１－７　Ｋ （ＨＰＶ）第412号         平成28年 1月 1日
     －ＳＱＵＡＲＥ能見台ビル２Ｆ （酸単）第38861号         平成29年 4月 1日
     045-790-1330  (045-790-1332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176081,012.7 金沢文庫アイクリニッ〒236-0042 （短手１）第50号          平成29年 5月 1日
     金医1012 ク 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－ （先１４０）第46号        平成28年 3月 1日
     ３２　トライアンジュ文庫２Ｆ
     045-780-5252  (045-780-5253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177081,013.5 樹診療所 〒236-0052 （支援診２）第345号       平成28年 4月 1日
     金医1013 横浜市金沢区富岡西２－１－１０ （がん指）第1334号        平成29年 3月 1日
     　鈴木ビル３Ｆ （在医総管）第1992号      平成28年 4月 1日
     045-772-6780  (045-772-6780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178081,014.3 大道内科クリニック 〒236-0035 （ニコ）第1212号          平成29年 6月 1日
     金医1014 横浜市金沢区大道１－４７－９－ （在医総管）第2130号      平成29年 9月 1日
     ２Ｆ
     045-784-7766  (045-784-7768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179081,015.0 おいかわアイクリニッ〒236-0053 （コン１）第676号         平成28年12月 1日
     金医1015 ク 横浜市金沢区能見台通１２－６
     045-374-4774  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180081,016.8 田川内科医院 〒236-0058
     金医1016 横浜市金沢区能見台東１－１
     045-353-8152  (045-353-8153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1181081,017.6 八景駅前きくち内科 〒236-0027
     金医1017 横浜市金沢区瀬戸１７－１８　１
     Ｆ
     045-701-8000  (045-701-8085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182081,018.4 はまと脳神経クリニッ〒236-0052 （遠画）第57号            平成28年11月 1日
     金医1018 ク 横浜市金沢区富岡西７－１９－１ （Ｃ・Ｍ）第898号         平成28年11月 1日
     ３
     045-771-8010  (045-771-8020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183081,019.2 金沢文庫エールクリニ〒236-0042 （在医総管）第2076号      平成29年 1月 1日
     金医1019 ック 横浜市金沢区釜利谷東２－１０－ （ショ大）第60号          平成29年 6月 1日
     ６　金沢文庫パークホームズ１０ （ショ小）第64号          平成29年 1月 1日
     ２ （デ大）第85号            平成29年 4月 1日
     045-790-1062  (045-790-1062) （デ小）第98号            平成29年 1月 1日
     （ナ）第20号              平成29年 6月 1日
     （デナ）第33号            平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184081,020.0 藤井整形外科 〒236-0027 （運Ⅱ）第724号           平成29年 1月 1日
     金医1020 横浜市金沢区瀬戸３－４５　金沢
     八景メディカルビル３Ｆ
     045-787-3311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185081,021.8 金沢文庫レディースク〒236-0016 （ＨＰＶ）第435号         平成29年 4月 1日
     金医1021 リニック 横浜市金沢区谷津町１５３－３
     045-780-5513  (045-780-5514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186081,022.6 池川クリニック 〒236-0035 （ＨＰＶ）第439号         平成29年 4月 1日
     金医1022 横浜市金沢区大道２－５－１３ （外後発使）第236号       平成29年 4月 1日
     045-786-1122  (045-786-1123) （酸単）第40381号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187081,023.4 能見台医院 〒236-0053 （高）第300号             平成29年 4月 7日
     金医1023 横浜市金沢区能見台通２－６　１
     Ｆ
     045-781-6622  (045-781-7877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188081,024.2 吉田整形外科 〒236-0057 （時間外１）第575号       平成29年 4月 3日
     金医1024 横浜市金沢区能見台２－２０－２ （運Ⅱ）第738号           平成29年 4月 3日
     045-775-1002  (045-775-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189081,025.9 かわなこどもクリニッ〒236-0027
     金医1025 ク 横浜市金沢区瀬戸１９－１４　金
     沢八景金井ビル３Ｆ
     045-350-6277  (045-350-6288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190090,025.8 眼科藤田医院 〒222-0001
     港医25 横浜市港北区樽町３０２



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1191090,141.3 日吉医院 〒223-0062 （時間外２）第286号       平成22年 4月 1日
     港医141 横浜市港北区日吉本町４－１５－ （外後発使）第31号        平成28年 4月 1日
     １１ （１７５）第515号         平成14年 4月 1日
     045-561-3804  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192090,149.6 産科婦人科小林医院 〒223-0062 一般         7（がん指）第467号         平成24年 5月 1日
     港医149 横浜市港北区日吉本町１ー６ー２ （ＨＰＶ）第64号          平成22年 4月 1日
     ７
     045-561-4740  (045-561-4790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193090,178.5 小田医院 〒223-0058
     港医178 横浜市港北区新吉田東４－９－８
     045-531-1266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194090,198.3 小机診療所 〒222-0036 （がん指）第964号         平成25年 5月 1日
     港医198 横浜市港北区小机町１４５１ （１７５）第526号         平成14年 4月 1日
     045-471-9696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195090,270.0 八木医院 〒223-0062 （がん指）第19号          平成22年 4月 1日
     港医270 横浜市港北区日吉本町１－１－６
     045-561-2095  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196090,277.5 里見医院 〒222-0037 （酸単）第38862号         平成29年 4月 1日
     港医277 横浜市港北区大倉山３－１－５
     045-543-1551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197090,285.8 大塚医院 〒223-0064 （１７５）第531号         平成14年 4月 1日
     港医285 横浜市港北区下田町４－９－１
     045-563-2291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198090,286.6 斉藤医院 〒222-0011 （１７５）第60号          平成14年 4月 1日
     港医286 横浜市港北区菊名５－１７－１２
     045-401-1653  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199090,293.2 梅津耳鼻咽喉科医院 〒223-0058
     港医293 横浜市港北区新吉田東５－６４－
     ２３
     045-542-8733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200090,298.1 嶋田医院 〒222-0002
     港医298 横浜市港北区師岡町仲ケ谷４９８
     045-543-2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201090,312.0 吉野医院 〒222-0036 （１７５）第536号         平成14年 4月 1日
     港医312 横浜市港北区小机町２９０－１
     045-473-0119  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1202090,328.6 古川整形外科医院 〒223-0062 （運Ⅱ）第51号            平成18年 4月 1日
     港医328 横浜市港北区日吉本町２－５９－
     １５
     045-561-2372  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203090,334.4 大石医院 〒223-0064 （１７５）第540号         平成14年 4月 1日
     港医334 横浜市港北区下田町６－１５－３
     ４
     045-563-8090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204090,348.4 サンフラワー新港北病〒222-0022 療養        26（療養入院）第366号       平成28年 6月 1日
     港医348 院 横浜市港北区篠原東２－１５－３ （酸単）第38864号         平成29年 4月 1日
     ５
     045-431-4114  (045-431-4122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205090,351.8 日吉皮膚科クリニック〒223-0062 （外後発使）第32号        平成28年 4月 1日
     港医351 横浜市港北区日吉本町１－２４－ （１７５）第545号         平成14年 4月 1日
     ５ドエル日吉２０１号
     045-562-0041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206090,358.3 整形外科　加々美クリ〒222-0037
     港医358 ニック 横浜市港北区大倉山１－１７－１
     ３第２前川ビル１Ｆ
     045-546-1315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207090,364.1 益田医院 〒222-0031 （１７５）第546号         平成14年 4月 1日
     港医364 横浜市港北区太尾町１３５
     045-531-3707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208090,366.6 青木内科クリニック 〒223-0062 （１７５）第547号         平成14年 4月 1日
     港医366 横浜市港北区日吉本町２－４－１
     ０
     045-562-9110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209090,371.6 内堀医院 〒223-0058 （支援診３）第625号       平成28年 7月 1日
     港医371 横浜市港北区新吉田東５－７６－ （在医総管）第227号       平成18年 4月 1日
     １０
     045-546-1006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210090,379.9 大川小児クリニック 〒223-0052 （酸単）第38865号         平成29年 4月 1日
     港医379 横浜市港北区綱島東２－１２－１
     ９　福島ビル１Ｆ
     045-546-1071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211090,380.7 菊名整形外科 〒222-0011
     港医380 横浜市港北区菊名６－１３－５３
     045-401-0305  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1212090,392.2 医療法人社団　清水医〒222-0011 （ニコ）第431号           平成29年 7月 1日
     港医392 院 横浜市港北区菊名３－２１－１０ （支援診３）第126号       平成28年 5月 1日
     045-431-8425  （がん指）第21号          平成22年 4月 1日
     （在医総管）第228号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第38866号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213090,393.0 新吉田医院 〒223-0056 （時間外１）第519号       平成28年 4月 1日
     港医393 横浜市港北区新吉田町３６２２－ （支援診３）第127号       平成29年 3月 1日
     ３ （がん指）第20号          平成22年 4月 1日
     045-593-0127  （在医総管）第878号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214090,394.8 ひよし眼科 〒223-0062 （コン１）第145号         平成29年 4月 1日
     港医394 横浜市港北区日吉本町１－４－１
     ８　平林ビル１Ｆ
     045-562-5331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215090,396.3 佳久医院 〒223-0061 （歯訪診）第2518号        平成29年 3月 1日
     (096,396.7) 横浜市港北区日吉２丁目９番２３ （歯ＣＡＤ）第1162号      平成26年10月 1日
     港医396 号 （補管）第5001号          平成15年 5月27日
     045-562-0500  (045-562-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216090,397.1 藤田皮フ科 〒223-0053 （外後発使）第173号       平成28年 6月 1日
     港医397 横浜市港北区綱島西１－８－３　 （１７５）第550号         平成14年 4月 1日
     ウシヤマビル２Ｆ
     045-541-4851  (045-531-2610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217090,398.9 小野皮フ科 〒222-0032
     港医398 横浜市港北区大豆戸町２１２－１
     　ラ・グランデ菊名１Ｆ
     402-4468      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218090,401.1 医療法人社団　荻原医〒222-0037 （がん指）第9号           平成22年 4月 1日
     港医401 院 横浜市港北区大倉山３－７－１７ （在医総管）第799号       平成18年 7月 1日
     045-531-3195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219090,402.9 志村整形外科医院 〒222-0037
     港医402 横浜市港北区大倉山３－４５－１
     ４
     045-531-1003  (045-542-1607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220090,403.7 医療法人社団　桜井産〒223-0062 （ＨＰＶ）第230号         平成26年 4月 1日
     港医403 婦人科 横浜市港北区日吉本町１－２９－ （酸単）第38867号         平成29年 4月 1日
     １６
     045-563-6311  (045-564-4821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1221090,406.0 南澤医院 〒223-0061 （時間外２）第542号       平成22年 4月 1日
     港医406 横浜市港北区日吉１－２－１６ （地包加）第285号         平成28年 4月 1日
     045-561-5413  （ニコ）第79号            平成29年 7月 1日
     （１７５）第2543号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第38868号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222090,410.2 ＹＯＵヒフ科クリニッ〒223-0062 （時間外２）第414号       平成22年 4月 1日
     港医410 ク 横浜市港北区日吉本町１－２１－
     ９　小島ビル３階
     045-561-8300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223090,411.0 笹野眼科 〒222-0037 （コン１）第147号         平成29年 4月 1日
     港医411 横浜市港北区大倉山３－２－３３
     　大倉屋ビル２Ｆ
     045-541-1759  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224090,414.4 田中耳鼻咽喉科医院 〒223-0063
     港医414 横浜市港北区高田東４－２－１６
     045-531-2784  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225090,416.9 医療法人社団　藤塚外〒223-0057 （がん指）第470号         平成24年 5月 1日
     港医416 科胃腸科 横浜市港北区新羽町２８７２ （酸単）第40535号         平成29年 4月 1日
     045-543-3781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1226090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（病初診）第31号          平成22年 4月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ （外来環）第572号         平成26年 8月 1日
     港医422 病院 045-474-8111  （歯特連）第46号          平成26年 5月 1日
     （一般入院）第1623号      平成28年 8月 1日
     （総合２）第4号           平成28年 7月 1日
     （超急性期）第6号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第30号        平成12年 5月 1日
     （事補２）第34号          平成29年 4月 1日
     （急性看補）第24号        平成29年11月 1日
     （看夜配）第49号          平成28年 4月 1日
     （療）第70号              平成23年 1月 1日
     （重）第129号             平成28年 8月 1日
     （無菌１）第7号           平成24年 4月 1日
     （無菌２）第13号          平成24年 4月 1日
     （緩診）第19号            平成22年 8月 1日
     （精リエ）第17号          平成28年 7月 1日
     （摂食障害）第9号         平成22年 6月 1日
     （医療安全１）第30号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第25号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第58号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第28号        平成20年 8月 1日
     （ハイ妊娠）第14号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第20号        平成21年 4月 1日
     （総合評価）第7号         平成20年 4月 1日
     （呼吸チ）第5号           平成22年 4月 1日
     （病棟薬１）第15号        平成24年 4月 1日
     （病棟薬２）第8号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第43号        平成24年10月 1日
     （退支）第15号            平成28年 9月 1日
     （認ケア）第73号          平成28年11月 1日
     （精疾診）第14号          平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第8号         平成20年 4月 1日
     （救１）第11号            平成24年10月 1日
     （救２）第7号             平成28年 9月 1日
     （集１）第2号             平成28年 9月 1日
     （新１）第36号            平成30年 1月 1日
     （新回復）第2号           平成23年 9月 1日
     （小入２）第4号           平成23年 9月 1日
     （食）第485号             平成 3年10月 1日
     （高）第33号              平成 6年 7月 1日
     （糖管）第14号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第33号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第7号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第21号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第7号         平成26年 4月 1日
     （外緩）第6号             平成24年 4月 1日
     （糖防管）第26号          平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （小夜２）第4号           平成22年 4月 1日
     （トリ）第17号            平成24年 4月 1日
     （放射診）第12号          平成24年 4月 1日
     （開）第44号              平成19年10月 1日
     （がん計）第2号           平成22年 4月 1日
     （肝炎）第27号            平成22年 4月 1日
     （薬）第32号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第14号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第33号          平成23年 4月 1日
     （機安歯）第11号          平成23年 4月 1日
     （医管）第452号           平成18年 4月 1日
     （在看）第9号             平成24年 4月 1日
     （持血測）第10号          平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第80号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第164号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第137号           平成26年 4月 1日
     （国標）第6号             平成30年 3月 1日
     （血内）第33号            平成23年 2月 1日
     （歩行）第80号            平成27年 7月 1日
     （ヘッド）第15号          平成24年 4月 1日
     （人膵）第5号             平成20年 4月 1日
     （神経）第29号            平成20年 4月 1日
     （ロー検）第22号          平成27年 3月 1日
     （小検）第46号            平成20年10月 1日
     （誘発）第9号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第8号           平成28年 5月 1日
     （画１）第127号           平成29年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第553号         平成29年 8月 1日
     （冠動Ｃ）第4号           平成23年 3月 1日
     （心臓Ｍ）第5号           平成23年 3月 1日
     （抗悪処方）第15号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第30号          平成24年 5月 1日
     （菌）第13号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第46号            平成25年 5月 1日
     （脳Ⅰ）第93号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第46号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第55号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第8号         平成23年11月 1日
     （集コ）第8号             平成20年 4月 1日
     （歯リハ２）第29号        平成26年 4月 1日
     （医処休）第10号          平成26年 4月 1日
     （医処外）第10号          平成26年 4月 1日
     （医処深）第10号          平成26年 4月 1日
     （血入）第9号             平成28年 8月 1日
     （肢梢）第43号            平成28年 4月 1日
     （組再乳）第2号           平成25年 7月19日
     （自家）第5号             平成26年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （脊椎摘）第5号           平成30年 1月 1日
     （緑内イ）第6号           平成26年 4月 1日
     （網膜再）第7号           平成26年 4月 1日
     （内鼻Ⅴ）第6号           平成26年 4月 1日
     （歯顎移）第3号           平成24年 4月 1日
     （乳セ１）第64号          平成27年 6月 1日
     （乳セ２）第11号          平成22年 4月 1日
     （乳腫）第10号            平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第2号         平成25年 7月19日
     （肺腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （経特）第31号            平成25年 5月 1日
     （経中）第3号             平成16年 4月 1日
     （ペ）第10号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第8号             平成16年 7月 1日
     （除）第9号               平成24年 4月 1日
     （両除）第13号            平成20年 5月 1日
     （大）第4号               平成10年 4月 1日
     （補心）第16号            平成21年 4月 1日
     （腹小切）第2号           平成26年 9月 1日
     （胆腫）第9号             平成28年 4月 1日
     （胆）第24号              平成20年 3月 1日
     （腹肝）第20号            平成25年 7月 1日
     （膵石破）第1号           平成26年 4月 1日
     （腹膵切）第9号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第13号          平成24年 4月 1日
     （腎）第18号              平成 3年10月 1日
     （腹腎支器）第6号         平成29年 6月 1日
     （膀胱）第2号             平成22年 4月 1日
     （腹膀）第13号            平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第6号         平成25年 9月 1日
     （腹子）第9号             平成26年 4月 1日
     （医手休）第10号          平成26年 4月 1日
     （医手外）第10号          平成26年 4月 1日
     （医手深）第10号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第51号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第23号          平成18年 4月 1日
     （輸適）第31号            平成24年 4月 1日
     （貯輸）第3号             平成26年 4月 1日
     （自生接）第3号           平成24年 4月 1日
     （造設前）第25号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第87号        平成27年 4月 1日
     （人工歯根）第19号        平成25年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第7号           平成 8年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第5号           平成22年 4月 1日
     （放専）第44号            平成23年 4月 1日
     （外放）第34号            平成23年 4月 1日
     （高放）第94号            平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （増線）第13号            平成26年 4月 1日
     （強度）第14号            平成26年 6月 1日
     （画誘）第25号            平成26年 4月 1日
     （体対策）第20号          平成26年 4月 1日
     （直放）第19号            平成23年 4月 1日
     （定対策）第19号          平成26年 4月 1日
     （病理診２）第26号        平成29年 4月 1日
     （口病診１）第6号         平成26年 4月 1日
     （補管）第5172号          平成16年 7月 1日
     （先１４０）第55号        平成29年 9月 1日
     （酸単）第38869号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227090,425.0 佐々木内科クリニック〒223-0064
     港医425 横浜市港北区下田町２－１６－５
     ４
     045-564-4776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228090,428.4 かわのクリニック 〒223-0057 （酸単）第38870号         平成29年 4月 1日
     港医428 横浜市港北区新羽町１６２５
     045-547-1155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229090,429.2 松村整形外科 〒223-0057
     港医429 横浜市港北区新羽町１６２５
     045-547-1212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230090,435.9 エンゼル小児科医院 〒223-0061 （１７５）第552号         平成14年 4月 1日
     港医435 横浜市港北区日吉２－９－５
     045-561-3104  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231090,446.6 新横浜形成クリニック〒222-0033 （外後発使）第33号        平成28年 4月 1日
     港医446 横浜市港北区新横浜２－１７－１
     １アイシスプラザ２Ｆ
     045-471-2228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232090,453.2 葛西クリニック 〒222-0011
     港医453 横浜市港北区菊名４－２－６江藤
     ビル３Ｆ
     045-433-3535  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233090,458.1 アモルクリニック 〒222-0033 （時間外２）第199号       平成22年 4月 1日
     港医458 横浜市港北区新横浜３－２０－３ （Ｃ・Ｍ）第406号         平成24年 4月 1日
     045-475-1000  (045-475-2333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234090,460.7 末木耳鼻咽喉科医院 〒222-0037
     港医460 横浜市港北区大倉山３－１２－１
     ６
     045-545-3387  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1235090,465.6 八木クリニック 〒222-0011 （がん指）第974号         平成25年 5月 1日
     港医465 横浜市港北区菊名６－１２－１２ （在医総管）第774号       平成18年 6月 1日
     金子ビル３０１
     045-423-2223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236090,468.0 大倉山内科クリニック〒222-0037 （ニコ）第19号            平成29年 7月 1日
     港医468 横浜市港北区大倉山１－１２－１ （支援診３）第1117号      平成29年 4月 1日
     ８　Ｆ・ラ・ポッシュ２階 （在医総管）第1788号      平成26年 7月 1日
     045-543-8711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237090,469.8 高見澤クリニック 〒223-0062 （時間外２）第205号       平成22年 4月 1日
     港医469 横浜市港北区日吉本町１－２３－ （がん指）第991号         平成25年 5月 1日
     ５高見沢ビル２ＦＢ （１７５）第554号         平成14年 4月 1日
     045-563-9586  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238090,475.5 広岡クリニック 〒223-0052 （デ小）第12号            平成 7年 6月 1日
     港医475 横浜市港北区綱島東１－５－６ボ （デナ）第2号             平成 7年 6月 1日
     ヌール綱島３Ｆ （１７５）第556号         平成14年 4月 1日
     045-531-8411  (045-545-7543)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239090,476.3 三保耳鼻咽喉科 〒222-0037 （高）第60号              平成 7年 7月 1日
     港医476 横浜市港北区大倉山３－２６－６
     　三保クリニックビル１Ｆ
     045-545-8711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240090,478.9 柴田内科 〒222-0031 （がん指）第966号         平成25年 5月 1日
     港医478 横浜市港北区大倉山３－２６－６
     三保クリニックビル２Ｆ
     045-547-2125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241090,480.5 きくな湯田眼科 〒222-0011 （コン１）第150号         平成29年 3月 1日
     港医480 横浜市港北区菊名４－２－７ （角膜切）第7号           平成26年 5月 1日
     045-435-3755  (045-435-3758) （先１４０）第49号        平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242090,481.3 医療法人　則友会　則〒223-0062
     港医481 末循環器内科医院 横浜市港北区日吉本町１－２４－
     ６
     045-563-3032  (045-563-3802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243090,483.9 大沼クリニック 〒222-0037 （がん指）第961号         平成25年 5月 1日
     港医483 横浜市港北区大倉山３－３－３２ （在医総管）第234号       平成18年 4月 1日
     045-547-5353  （神経）第30号            平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244090,485.4 さいだ耳鼻咽喉科気管〒222-0037
     港医485 食道科クリニック 横浜市港北区大倉山３－４２－１
     ６　大倉山ガーデンシティー１Ｆ
     045-546-6663  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1245090,487.0 菊名耳鼻咽喉科医院 〒222-0011
     港医487 横浜市港北区菊名６－３－２２西
     山ビル２階
     045-401-7731  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246090,488.8 大倉山皮膚科クリニッ〒222-0037
     港医488 ク 横浜市港北区大倉山１－２９－１
     １
     045-544-1817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247090,489.6 中野こどもクリニック〒222-0012 （酸単）第38871号         平成29年 4月 1日
     港医489 横浜市港北区富士塚１－１－１
     045-434-6500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248090,491.2 医療法人　つなしま眼〒223-0053 （短手１）第33号          平成23年 2月 1日
     港医491 科 横浜市港北区綱島西２－１３－９ （コン１）第152号         平成29年 3月 1日
     ヴィラ綱島１Ｆ
     045-531-7132  (045-531-9039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249090,495.3 椎橋医院 〒222-0032 （在医総管）第1372号      平成22年10月 1日
     港医495 横浜市港北区大豆戸町２００菊名 （１７５）第558号         平成14年 4月 1日
     レジデンシアプラザ１０１
     045-401-9092  (045-434-5301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250090,496.1 医療法人社団　山下小〒223-0053 （時間外２）第644号       平成22年 4月 1日
     港医496 児科クリニック 横浜市港北区綱島西１－１３－１ （１７５）第559号         平成14年 4月 1日
     ６ （酸単）第38872号         平成29年 4月 1日
     045-545-1910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1251090,497.9 菊名記念病院 〒222-0011 一般       218（一般入院）第1595号      平成30年 3月 1日
     港医497 横浜市港北区菊名４－４－２７ （超急性期）第7号         平成20年 4月 1日
     045-402-7111  （診療録１）第21号        平成26年 4月 1日
     （事補１）第23号          平成26年 4月 1日
     （急性看補）第21号        平成28年 9月 1日
     （看夜配）第26号          平成28年 9月 1日
     （栄養チ）第4号           平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第3号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第79号      平成28年 1月 1日
     （患サポ）第66号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第54号        平成20年11月 1日
     （呼吸チ）第4号           平成22年 4月 1日
     （後発使１）第4号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第19号        平成24年 4月 1日
     （病棟薬２）第1号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第47号        平成24年10月 1日
     （退支）第16号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第119号         平成29年 6月 1日
     （精疾診）第30号          平成28年 6月 1日
     （集３）第20号            平成28年 9月 1日
     （脳卒中ケア）第26号      平成29年 1月 1日
     （食）第487号             平成 9年 4月 1日
     （がん疼）第157号         平成23年11月 1日
     （がん指１）第90号        平成29年 1月 1日
     （がん指２）第73号        平成29年 1月 1日
     （糖防管）第28号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第20号            平成24年 4月 1日
     （開）第31号              平成14年12月 1日
     （がん指）第146号         平成22年12月 1日
     （排自）第8号             平成29年 5月 1日
     （薬）第57号              平成22年 4月 1日
     （電情）第1号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第15号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第142号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第24号            平成22年10月 1日
     （血内）第12号            平成20年 4月 1日
     （ヘッド）第18号          平成24年 4月 1日
     （画２）第3号             平成20年 4月 1日
     （遠画）第11号            平成20年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第563号         平成28年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第5号           平成20年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第6号           平成20年 4月 1日
     （抗悪処方）第14号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第130号         平成23年 7月 1日
     （菌）第33号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第69号            平成29年11月 1日
     （脳Ⅰ）第189号           平成29年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （運Ⅰ）第41号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第11号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第56号        平成27年 4月 1日
     （透析水１）第67号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第5号             平成28年 4月 1日
     （乳セ２）第70号          平成28年 4月 1日
     （経特）第23号            平成18年 4月 1日
     （経中）第20号            平成18年 4月 1日
     （ペ）第148号             平成18年 4月 1日
     （両ペ）第19号            平成19年 2月 1日
     （除）第21号              平成18年11月 1日
     （両除）第42号            平成26年 9月 1日
     （大）第5号               平成10年 4月 1日
     （胆）第17号              平成11年 3月 1日
     （腎）第51号              平成18年 4月 1日
     （胃瘻造）第127号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第47号          平成23年 5月 1日
     （輸適）第36号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第92号          平成28年 1月 1日
     （胃瘻造嚥）第85号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第208号         平成26年 4月 1日
     （病理診１）第45号        平成27年 3月 1日
     （酸単）第38873号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252090,498.7 シブヤ　チャイルド　〒222-0037 （酸単）第38874号         平成29年 4月 1日
     港医498 クリニック 横浜市港北区大倉山３－５６－２
     ２　ナビウス大倉山１Ｆ
     045-542-6915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253090,499.5 小泉クリニック 〒223-0052
     港医499 横浜市港北区綱島東２－１３－１
     ４ＭＫマンション第５－１Ｆ
     045-548-1717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254090,503.4 日横クリニック 〒223-0062 （ニコ）第149号           平成29年 6月 1日
     港医503 横浜市港北区日吉本町１－２０－ （支援診３）第129号       平成29年 2月 1日
     １６日吉教養センタービル２階 （在診実１）第18号        平成26年 4月 1日
     045-563-4115  （がん指）第971号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第236号       平成18年 4月 1日
     （在総）第461号           平成18年 4月 1日
     （在訪褥）第1号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255090,505.9 大倉山レディースクリ〒222-0037 （時間外２）第645号       平成22年 4月 1日
     港医505 ニック 横浜市港北区大倉山３－４－３１ （ハイⅠ）第20号          平成20年 4月 1日
     　ヒルズ・カモ１Ｆ （ＨＰＶ）第7号           平成22年 4月 1日
     045-545-5251  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1256090,506.7 星川耳鼻咽喉科 〒222-0012 （高）第64号              平成10年 1月 1日
     港医506 横浜市港北区富士塚１－１－９　
     045-435-1287  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257090,507.5 浅木クリニック 〒222-0011 （時間外２）第646号       平成22年 4月 1日
     港医507 横浜市港北区菊名１－４－２ （ニコ）第131号           平成29年 7月 1日
     045-401-8222  （がん指）第15号          平成22年 4月 1日
     （１７５）第560号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第38875号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258090,511.7 医療法人社団　善方会〒222-0036 一般        16（時間外１）第109号       平成24年 4月 1日
     港医511 　よしかた産婦人科 横浜市港北区小机町２４３０ （診入院）第580号         平成26年 4月 1日
     045-472-8688  （ハイ妊娠）第72号        平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第6号           平成18年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第202号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第38876号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259090,512.5 えびすクリニック 〒223-0053 （在医総管）第880号       平成18年 4月 1日
     港医512 横浜市港北区綱島西２－７－２第 （在総）第695号           平成18年 6月 1日
     ７吉田ビル２・３Ｆ （酸単）第38877号         平成29年 4月 1日
     045-546-8611  (045-543-1238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260090,514.1 露木クリニック 〒222-0012 （時間外１）第34号        平成24年 4月 1日
     港医514 横浜市港北区富士塚１－１１－３ （地包加）第16号          平成29年 4月 1日
     ９ （支援診３）第519号       平成28年 4月 1日
     045-401-6633  (045-423-0811) （がん指）第7号           平成22年 4月 1日
     （在医総管）第881号       平成18年 4月 1日
     （在総）第741号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261090,516.6 小川医院 〒222-0025 （１７５）第62号          平成14年 4月 1日
     港医516 横浜市港北区篠原西町２－８
     045-431-7774  (045-431-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262090,522.4 中森皮フ科クリニック〒223-0057
     港医522 横浜市港北区新羽町１６７１イー
     グル１Ｆ
     045-549-5530  (045-549-5540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263090,525.7 石井心療内科 〒222-0012 （デ小）第37号            平成11年 6月 1日
     港医525 横浜市港北区富士塚１－１４－２
     ８
     045-433-1420  (045-423-1672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264090,528.1 新川新横浜クリニック〒222-0033 （高）第97号              平成12年 2月 1日
     港医528 横浜市港北区新横浜２－６－１３ （酸単）第38878号         平成29年 4月 1日
     新横浜ステーションビル２Ｆ
     045-476-9009  (045-476-9009)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1265090,529.9 三橋整形外科 〒222-0013 （運Ⅱ）第730号           平成29年 4月 1日
     港医529 横浜市港北区錦が丘１６－１６
     045-439-5851  (045-439-5852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266090,532.3 医療法人　すこやか　〒223-0066 一般        60（一般入院）第1550号      平成29年10月 1日
     港医532 高田中央病院 横浜市港北区高田西２－６－５ （診療録２）第99号        平成16年 8月 1日
     045-592-5557  (045-592-5617) （事補２）第5号           平成28年 4月 1日
     （急性看補）第14号        平成28年10月 1日
     （重）第172号             平成18年 4月 1日
     （総合評価）第36号        平成20年 4月 1日
     （病棟薬１）第46号        平成24年 7月 1日
     （データ提）第139号       平成27年 4月 1日
     （退支）第118号           平成28年 4月 1日
     （認ケア）第27号          平成28年 9月 1日
     （地包ケア１）第19号      平成29年10月 1日
     （食）第286号             平成11年11月 1日
     （地包診）第13号          平成29年 4月 1日
     （ニコ）第262号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第469号         平成24年 5月 1日
     （薬）第285号             平成22年 4月 1日
     （支援病３）第31号        平成25年 6月 1日
     （在医総管）第238号       平成18年 4月 1日
     （神経）第196号           平成24年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第556号         平成28年 9月 1日
     （脳Ⅱ）第354号           平成27年 5月 1日
     （運Ⅰ）第238号           平成27年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第56号            平成24年 5月 1日
     （ペ）第8号               平成11年11月 1日
     （胃瘻造）第27号          平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第47号          平成11年11月 1日
     （酸単）第38879号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267090,534.9 ウェルケアクリニック〒223-0056 （支援診２）第239号       平成29年 3月 1日
     港医534 横浜市港北区新吉田町６０２８－ （在医総管）第940号       平成19年 3月 1日
     １ （在総）第1258号          平成26年 3月 1日
     045-271-4156  (045-590-3881) （神経）第225号           平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268090,535.6 カメリア診療所 〒223-0057 （１７５）第569号         平成14年 4月 1日
     港医535 横浜市港北区新羽町４０７６－５
     045-532-1080  (045-532-1009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269090,539.8 宮内皮フ科 〒223-0062
     港医539 横浜市港北区日吉本町１－３－１
     ６日吉ソシアルビル２Ｆ
     045-560-3436  (045-560-3436)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1270090,542.2 岸根公園皮膚科 〒222-0026
     港医542 横浜市港北区篠原町１１２９岸根
     公園駅前ＵＵビル２０３
     045-439-7511  (045-439-7512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271090,543.0 なみき内科クリニック〒222-0026 （ニコ）第20号            平成29年 6月 1日
     港医543 横浜市港北区篠原町１１２９岸根 （がん指）第891号         平成25年 5月 1日
     公園駅前ＵＵビル２Ｆ２０２ （在医総管）第244号       平成18年 4月 1日
     045-430-3005  (045-430-3006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272090,545.5 斉藤小児科心とからだ〒223-0065 （酸単）第38880号         平成29年 4月 1日
     港医545 のクリニック 横浜市港北区高田東１－２５－３
     045-531-3574  (045-531-3574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273090,546.3 石川整形外科 〒223-0062
     港医546 横浜市港北区日吉本町１－１５－
     ４アールエスビル
     045-561-8228  (045-561-8810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274090,550.5 矢代皮膚科医院 〒223-0052
     港医550 横浜市港北区綱島東１－７－１７
     　新文化ビル２Ｆ
     045-531-0040  (045-531-0040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275090,551.3 服部クリニック 〒222-0037 （酸単）第38881号         平成29年 4月 1日
     港医551 横浜市港北区大倉山１－２８－３
     045-545-0001  (045-546-4109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276090,553.9 新横浜母と子の病院 〒222-0035 一般        60（一般入院）第1328号      平成24年 6月 1日
     港医553 横浜市港北区鳥山町６５０－１ （事補２）第116号         平成24年 4月 1日
     045-472-2911  (045-473-6674) （感染防止２）第167号     平成29年 7月 1日
     （ハイ妊娠）第13号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第4号         平成21年 4月 1日
     （薬）第246号             平成23年 1月 1日
     （ＨＰＶ）第306号         平成27年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第559号         平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第197号         平成25年 4月 1日
     （酸単）第38882号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277090,555.4 よねもと耳鼻咽喉科 〒222-0013
     港医555 横浜市港北区錦が丘１６－１６Ｙ
     Ｋビル３Ｆ
     045-434-3347  (045-434-3374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278090,561.2 日吉整形外科 〒223-0061 （時間外２）第287号       平成22年 4月 1日
     港医561 横浜市港北区日吉３－２－１２ （酸単）第38883号         平成29年 4月 1日
     045-563-5105  (045-563-5106)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1279090,562.0 平井整形外科クリニッ〒223-0053 （時間外１）第35号        平成24年 4月 1日
     港医562 ク 横浜市港北区綱島西１－６－１１ （在医総管）第714号       平成18年 4月 1日
     シュロス綱島１Ｆ （運Ⅱ）第58号            平成18年 4月 1日
     045-542-0057  (045-542-0062) （酸単）第38884号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280090,566.1 菊名駅前クリニック 〒222-0013 （がん指）第10号          平成22年 4月 1日
     港医566 横浜市港北区錦が丘１６－１６Ｙ
     ・Ｋビル３Ｆ
     045-439-5335  (045-439-5334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281090,567.9 福田医院 〒223-0062 （時間外２）第1152号      平成26年 4月 1日
     港医567 横浜市港北区日吉本町３－２７－ （地包加）第276号         平成29年 4月 1日
     ８ （がん指）第972号         平成25年 5月 1日
     045-561-3773  (045-562-3592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282090,568.7 たかみざわ医院 〒223-0062 （時間外１）第36号        平成24年 4月 1日
     港医568 横浜市港北区日吉本町１－２３－ （地包加）第14号          平成29年 4月 1日
     ５高見澤ビル （ニコ）第267号           平成29年 6月 1日
     045-561-8641  (045-561-8641) （がん指）第968号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第245号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283090,570.3 みのり眼科 〒223-0061 （コン１）第155号         平成29年 4月 1日
     港医570 横浜市港北区日吉本町２－４－１
     ０
     045-563-2897  (045-563-2897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284090,572.9 菊名西口医院 〒222-0021 （ＨＰＶ）第55号          平成22年 4月 1日
     港医572 横浜市港北区篠原北１－３－３３
     045-401-6444  (045-401-6444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285090,574.5 たるまちクリニック 〒222-0001 （時間外２）第926号       平成24年 4月 1日
     港医574 横浜市港北区樽町２－６－４０ （在医総管）第246号       平成18年 4月 1日
     045-533-6220  (045-533-6221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286090,575.2 医療法人　健水会　内〒223-0061 一般        19（時間外１）第81号        平成24年 4月 1日
     港医575 藤外科胃腸科医院 横浜市港北区日吉２－９－４ （地包加）第137号         平成26年 4月 1日
     045-562-2856  (045-562-7637) （診入院）第635号         平成26年 4月 1日
     （退支）第95号            平成24年 4月 1日
     （がん指）第970号         平成25年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第430号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第38885号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287090,577.8 いけだ整形外科 〒222-0001 （運Ⅱ）第720号           平成29年 2月 1日
     港医577 横浜市港北区樽町２－６－４０Ｔ （酸単）第38886号         平成29年 4月 1日
     －ＰＬＡＴＺ　２Ｆ
     045-533-6260  (045-533-6270)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1288090,579.4 医療法人社団　善仁会〒222-0033 （時間外２）第797号       平成22年 7月 1日
     港医579 　新横浜第一クリニッ横浜市港北区新横浜３－６－４新 （糖管）第277号           平成29年10月 1日
     ク 横浜千歳観光ビル８Ｆ （透析水２）第86号        平成24年 7月 1日
     045-477-3412  (045-477-3420) （肢梢）第146号           平成28年12月 1日
     （酸単）第38887号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289090,581.0 東整形外科クリニック〒222-0011 （在医総管）第1373号      平成22年10月 1日
     港医581 横浜市港北区菊名２－２５－１ （外後発使）第230号       平成29年 4月 1日
     045-431-2511  (045-431-2512) （運Ⅱ）第335号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38888号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290090,583.6 佐々木消化器科・内科〒223-0052 （時間外２）第927号       平成24年 4月 1日
     港医583 横浜市港北区綱島東２－１２－１ （がん指）第897号         平成25年 5月 1日
     ９　福島ビル３階Ｂ号室 （酸単）第38890号         平成29年 4月 1日
     045-545-4588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291090,585.1 やまびこクリニック 〒223-0063 （支援診２）第11号        平成29年 4月 1日
     港医585 横浜市港北区高田町２５０３－１ （がん指）第975号         平成25年 5月 1日
     045-591-7333  (045-591-7271) （在医総管）第250号       平成18年 4月 1日
     （在総）第723号           平成18年10月 1日
     （酸単）第38891号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292090,589.3 菜の花クリニック 〒223-0053 （がん疼）第113号         平成23年 4月 1日
     港医589 横浜市港北区綱島西２－１１－２ （がん指）第466号         平成24年 5月 1日
     －１０１ （在医総管）第251号       平成18年 4月 1日
     045-547-6812  (045-547-6813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293090,591.9 大塚耳鼻咽喉科医院 〒223-0062 （時間外２）第969号       平成24年 4月 1日
     港医591 横浜市港北区日吉本町１－４－１
     ０佐藤ビル１Ｆ
     045-560-3207  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294090,594.3 温心堂レディースクリ〒222-0033 （ＨＰＶ）第280号         平成22年10月 1日
     港医594 ニック 横浜市港北区新横浜３－２０－３
     リバサイドビル３Ｆ
     045-474-2736  (045-474-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295090,598.4 村井医院 〒223-0051 （がん指）第131号         平成22年10月 1日
     港医598 横浜市港北区箕輪町２－３－７－ （酸単）第38892号         平成29年 4月 1日
     １０７
     045-563-1920  (045-563-1927)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296090,599.2 和光医院 〒223-0065 （Ｃ・Ｍ）第818号         平成26年11月 1日
     港医599 横浜市港北区高田東４－１０－８ （外後発使）第34号        平成28年 4月 1日
     045-531-4372  (045-531-4372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1297090,600.8 シオン皮フ科クリニッ〒222-0033
     港医600 ク 横浜市港北区新横浜３－２０－３
     045-470-6432  (045-470-6433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298090,601.6 綱島クリニック 〒223-0053 （ニコ）第417号           平成29年 7月 1日
     港医601 横浜市港北区綱島西２－３－２ナ （がん指）第38号          平成22年 5月 1日
     イスアーバンステイツ綱島２Ｆ （ＨＰＶ）第49号          平成26年 4月 1日
     045-540-4887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299090,604.0 菊名形成外科・皮フ科〒222-0013
     港医604 クリニック 横浜市港北区錦が丘１６－１６Ｙ
     ・Ｋビル地下１Ｆ
     045-434-7171  (045-434-7015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300090,605.7 新横浜循環器科・内科〒222-0033 （ニコ）第22号            平成29年 6月 1日
     港医605 横浜市港北区新横浜２－１２－８
     扶桑ビル１Ｆ
     045-470-8545  (045-470-8544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301090,606.5 たかぎ小児クリニック〒223-0057
     港医606 横浜市港北区新羽町１６９０－１
     　２Ｆ
     045-546-6366  (045-546-6080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302090,609.9 おおそねクリニック 〒222-0002 （ニコ）第1061号          平成29年 7月 1日
     港医609 横浜市港北区師岡町１１４８－１ （がん指）第1200号        平成27年 5月 1日
     －１Ｆ
     045-548-0707  (045-548-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303090,610.7 石橋内科クリニック 〒223-0062 （がん指）第898号         平成25年 5月 1日
     港医610 横浜市港北区日吉本町１－２３－
     １４厚川ビル３Ｆ
     045-563-3297  (045-563-3476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304090,615.6 医療法人　紀明会　ま〒223-0062 （時間外２）第720号       平成22年 4月 1日
     港医615 つみ医院 横浜市港北区日吉本町５－４－１ （ニコ）第789号           平成29年 7月 1日
     045-561-9300  (045-561-9301) （がん指）第973号         平成25年 5月 1日
     （酸単）第38893号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305090,617.2 太田整形外科 〒222-0026 （在医総管）第254号       平成18年 4月 1日
     港医617 横浜市港北区篠原町１１２９岸根 （運Ⅱ）第61号            平成18年 4月 1日
     公園駅前ＵＵビル２０１ （酸単）第38894号         平成29年 4月 1日
     045-438-0530  (045-438-0531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1306090,618.0 かとうクリニック 〒222-0001 （がん指）第962号         平成25年 5月 1日
     港医618 横浜市港北区樽町３－６－３８り （在医総管）第1052号      平成20年 4月 1日
     りあタウン２Ｆ
     045-545-0222  (045-533-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307090,621.4 医療法人社団ゆうあい〒223-0059 （時間外２）第928号       平成24年 4月 1日
     港医621 会　ゆうあいクリニッ横浜市港北区北新横浜１－６－２ （画１）第42号            平成28年 4月 1日
     ク 045-540-8211  (045-548-1961) （ポ断コ複）第15号        平成29年 4月 1日
     （乳ポ断）第1号           平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第407号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第38895号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308090,622.2 こうの医院 〒222-0036 （ニコ）第458号           平成29年 6月 1日
     港医622 横浜市港北区小机町１４８９－１ （がん指）第963号         平成25年 5月 1日
     045-470-7705  (045-470-8775) （外後発使）第35号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309090,623.0 渡辺クリニック 〒223-0057
     港医623 横浜市港北区新羽町１６７１イー
     グル１Ｆ
     045-549-5161  (045-549-5161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310090,624.8 らいず丘の上診療所 〒223-0056
     港医624 横浜市港北区新吉田町６００１－
     ６
     045-592-1011  (045-592-0105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311090,626.3 綱島皮フ科クリニック〒223-0053
     港医626 横浜市港北区綱島西２－７－２第
     ７吉田ビル４Ｆ
     045-531-1151  (045-531-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312090,628.9 日吉せざいクリニック〒223-0061
     港医628 横浜市港北区日吉２－５－２浜銀
     日吉ビル４Ｆ
     045-560-3666  (045-560-3618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313090,629.7 三石内科クリニック 〒222-0001 （時間外２）第265号       平成22年 4月 1日
     港医629 横浜市港北区樽町１－２４－７鈴 （がん指）第894号         平成25年 5月 1日
     木ビル２Ｆ
     045-531-1116  (045-531-6000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314090,630.5 のぞみクリニック 〒222-0033
     港医630 横浜市港北区新横浜３－２０－３
     リバサイドビル５０１
     045-470-7852  (045-470-7853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1315090,636.2 山下整形外科 〒223-0062
     港医636 横浜市港北区日吉本町４－１２－
     ８南日吉ビル２Ｆ
     045-560-3472  (045-560-3473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316090,639.6 ベルディーナ高田クリ〒223-0066 （時間外１）第37号        平成24年 4月 1日
     港医639 ニック 横浜市港北区高田西３－１－１３ （在医総管）第1126号      平成20年 9月 1日
     045-595-3603  (045-595-3630) （運Ⅱ）第430号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317090,640.4 吉川内科・循環器科ク〒223-0062 （ニコ）第553号           平成29年 6月 1日
     港医640 リニック 横浜市港北区日吉本町１－２０－
     ２吉川ビル１Ｆ
     045-566-0151  (045-566-0152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318090,641.2 新横浜皮膚科クリニッ〒222-0001
     港医641 ク 横浜市港北区樽町３－６－３８り
     りあタウン２階－Ｄ
     045-534-2712  (045-534-2713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319090,647.9 横浜レンガ通りクリニ〒222-0033
     港医647 ック 横浜市港北区新横浜２－３－９新
     横浜金子ビル１Ｆ
     05055263952   (05055263953)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320090,648.7 綱島西レディースクリ〒223-0053 一般 （診入院）第544号         平成22年 4月 1日
     港医648 ニック 横浜市港北区綱島西１－６－１１　　一般     3（ＨＰＶ）第8号           平成29年 5月 1日
     シュロス綱島２Ｆ （酸単）第38896号         平成29年 4月 1日
     045-533-3770  (045-533-3971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321090,653.7 いわの整形外科 〒222-0036 （外後発使）第253号       平成29年12月 1日
     港医653 横浜市港北区小机町４４４－１
     045-471-5505  (045-471-5805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322090,654.5 港北新羽眼科 〒223-0057 （コン１）第159号         平成29年 3月 1日
     港医654 横浜市港北区新羽町１６８５－２
     －４０２
     045-549-0522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323090,658.6 綱島ホームケアクリニ〒223-0053 （時間外１）第82号        平成24年 4月 1日
     港医658 ック 横浜市港北区綱島西２－１６－１ （がん疼）第6号           平成22年 4月 1日
     ９第２吉田ビル３Ｆ （支援診２）第12号        平成29年 1月 1日
     045-540-3690  (045-540-3691) （在緩診実）第6号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第896号         平成25年 5月 1日
     （在医総管）第260号       平成18年 4月 1日
     （在総）第467号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1324090,660.2 あべこどもクリニック〒223-0051 （時間外２）第1279号      平成28年 4月 1日
     港医660 横浜市港北区箕輪町２－１５－２ （小か診）第12号          平成28年 4月 1日
     ２ピアタウン日吉１階
     045-566-2112  (045-566-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325090,661.0 医療法人社団　善方会〒223-0057 一般         1（時間外２）第544号       平成22年 4月 1日
     港医661 　カトレアレディース横浜市港北区新羽町１６８５Ｕ～ （診入院）第524号         平成22年 4月 1日
     クリニック ｍｕ　Ｎｅｗ　ＷｉｎｇⅢ　４０ （がん指）第465号         平成24年 5月 1日
     １号室 （ＨＰＶ）第62号          平成26年 4月 1日
     045-540-8088  (045-540-8087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326090,663.6 日吉心のクリニック 〒223-0062
     港医663 横浜市港北区日吉本町１－２０－
     １６日吉教養センタ－ビルＢ棟３
     ０１
     045-563-8319  (045-563-8319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327090,664.4 くろき医院 〒222-0023 （ニコ）第575号           平成29年 7月 1日
     港医664 横浜市港北区仲手原２－２１－１ （支援診３）第139号       平成28年 6月 1日
     ３佐々木ビル１Ｆ （在医総管）第263号       平成18年 4月 1日
     045-434-8477  (045-439-3346) （在総）第468号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第38897号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328090,665.1 ながしまメンタルクリ〒222-0037 （在医総管）第1774号      平成26年 6月 1日
     港医665 ニック 横浜市港北区大倉山１－１２－１
     ８　Ｆ・ラ・ポッシュ２階
     045-533-0850  (045-533-0855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329090,667.7 岸根公園眼科 〒222-0026 （コン１）第441号         平成28年 4月 1日
     港医667 横浜市港北区篠原町１１２９岸根
     公園駅前ＵＵビル地下１Ｆ
     045-438-1311  (045-438-1314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330090,669.3 にっぱ駅前耳鼻咽喉科〒223-0057 （高）第151号             平成18年 6月 1日
     港医669 クリニック 横浜市港北区新羽町１６７１イー （在医総管）第258号       平成18年 6月 1日
     グル１Ｆ
     045-541-3222  (045-541-3222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331090,670.1 北新横浜整形外科・外〒223-0059 （運Ⅱ）第688号           平成28年 4月 1日
     港医670 科 横浜市港北区北新横浜１－２－３
     北新横浜メディカルビル３Ｆ
     045-533-2237  (045-533-2238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1332090,671.9 北新横浜内科クリニッ〒223-0059 一般        19（ニコ）第1051号          平成29年 6月 1日
     港医671 ク 横浜市港北区北新横浜１－２－３ （支援診３）第484号       平成29年 3月 1日
     北新横浜メディカルビル４Ｆ （在医総管）第854号       平成18年10月 1日
     045-533-2235  (045-533-2236) （在総）第1327号          平成26年12月 1日
     （酸単）第38898号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333090,674.3 かえるメンタルクリニ〒222-0033 （認２）第20号            平成24年 7月 1日
     港医674 ック 横浜市港北区新横浜２－３－９新
     横浜金子ビル１Ｆ
     045-470-2252  (045-470-2253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334090,677.6 医療法人社団　滉志会〒222-0033
     港医677 　瀬田クリニック新横横浜市港北区新横浜２－３－１２
     浜 新横浜スクエアビル１５階
     045-478-0086  (045-478-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335090,680.0 さわやか耳鼻科 〒223-0053
     港医680 横浜市港北区綱島西２－１１－２
     ４－１０１
     045-546-3387  (045-546-3349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336090,681.8 永井医院 〒222-0011 （外後発使）第36号        平成28年 4月 1日
     港医681 横浜市港北区菊名２－１－８
     045-421-5483  (045-421-5483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337090,683.4 菊池整形外科医院 〒222-0026 （時間外２）第365号       平成24年 4月 1日
     港医683 横浜市港北区篠原町１１３２ （外後発使）第37号        平成28年 4月 1日
     045-431-8950  (045-431-8950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338090,684.2 つむらや内科 〒223-0062 （がん指）第401号         平成24年 4月 1日
     港医684 横浜市港北区日吉本町４－２５－ （肢梢）第7号             平成28年 4月 1日
     ６３ （酸単）第38899号         平成29年 4月 1日
     045-566-2300  (045-566-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1339090,686.7 新横浜こころのホスピ〒222-0033 精神       176（療養入院）第466号       平成29年 6月 1日
     港医686 タル 横浜市港北区新横浜１－２１－６療養        42（精神入院）第2141号      平成25年 3月 1日
     045-474-1155  （看配）第1250号          平成22年 7月 1日
     （看補）第1447号          平成20年 7月 1日
     （療養１）第143号         平成29年 5月 1日
     （精合併加算）第42号      平成20年 7月 1日
     （後発使１）第5号         平成28年 4月 1日
     （認治１）第14号          平成19年 7月 1日
     （食）第620号             平成19年 7月 1日
     （精）第66号              平成21年 6月 1日
     （デ小）第69号            平成19年 4月 1日
     （認デ）第14号            平成19年 4月 1日
     （医療保護）第57号        平成19年 7月 1日
     （酸単）第38900号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340090,687.5 医療法人社団慈友会　〒222-0033 （糖管）第210号           平成26年 9月 1日
     港医687 山田内科 横浜市港北区新横浜２－６－２３ （がん指）第132号         平成22年10月 1日
     金子第２ビル　１２Ｆ （透析水２）第116号       平成24年 9月 1日
     045-475-1580  (045-475-1560) （肢梢）第8号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第38901号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341090,688.3 横山クリニック 〒222-0031 （がん指）第16号          平成22年 4月 1日
     港医688 横浜市港北区大倉山４－５－１－
     １０１
     045-531-1575  (045-531-1575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342090,689.1 藤井クリニック 〒222-0026 （がん疼）第121号         平成22年11月 1日
     港医689 横浜市港北区篠原町１０３４－７ （支援診３）第584号       平成28年 4月 1日
     045-432-0110  (045-432-0600) （在診実２）第26号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第1327号        平成29年 2月 1日
     （在医総管）第986号       平成19年 7月 1日
     （在総）第785号           平成19年 9月 1日
     （酸単）第38902号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343090,691.7 本田泌尿器科内科 〒223-0057 （がん指）第111号         平成22年 9月 1日
     港医691 横浜市港北区新羽町１６９０－１
     クオーレ新羽２Ｆ
     045-531-3340  (045-531-3368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344090,692.5 ながふち整形外科 〒223-0051 （脳Ⅲ）第17号            平成20年 4月 1日
     港医692 横浜市港北区箕輪町１－２４－１ （運Ⅱ）第350号           平成19年 5月 1日
     １　梅ヶ枝ビル１階
     045-561-1600  (045-561-1620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345090,693.3 吉原耳鼻咽喉科クリニ〒223-0052 （高）第159号             平成19年 5月 1日
     港医693 ック 横浜市港北区綱島東２－８－４
     045-531-4187  (045-531-4187)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1346090,694.1 井上胃腸内科クリニッ〒223-0053 （がん指）第1168号        平成26年 9月 1日
     港医694 ク 横浜市港北区綱島西３－２－２０ （酸単）第38903号         平成29年 4月 1日
     綱島別所プラザ２Ｆ
     045-540-7754  (045-540-7780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347090,695.8 綱島鈴木整形外科 〒223-0052
     港医695 横浜市港北区綱島東１－１０－７
     　桐屋ビル２階
     045-542-3355  (045-542-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348090,696.6 綱島ウェルクリニック〒223-0052 （がん指）第969号         平成25年 5月 1日
     港医696 横浜市港北区綱島東１－２－１３
     045-544-1115  (045-544-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349090,697.4 医療法人　ミカエル会〒222-0034 （酸単）第38904号         平成29年 4月 1日
     港医697 　マリアこどもクリニ横浜市港北区岸根町４０８－１２
     ック ３
     045-430-5415  (045-430-5416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350090,698.2 さかもと小児クリニッ〒223-0053 （酸単）第38905号         平成29年 4月 1日
     港医698 ク 横浜市港北区綱島西２－７－２第
     ７吉田ビル５Ｆ
     045-540-1023  (045-540-1033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351090,702.2 さとう小児科クリニッ〒223-0061 （酸単）第38906号         平成29年 4月 1日
     港医702 ク 横浜市港北区日吉６－１－２０
     045-564-3717  (045-560-3161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352090,705.5 佳久こどもクリニック〒223-0062
     港医705 横浜市港北区日吉本町３－３０－
     １１
     045-560-5575  (045-560-5537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353090,706.3 広瀬眼科 〒222-0002 （コン１）第614号         平成28年 8月 1日
     港医706 横浜市港北区師岡町７００トレッ
     サ横浜南棟１Ｆ
     045-534-2389  (045-534-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354090,709.7 高田皮フ科 〒223-0065 （酸単）第38907号         平成29年 4月 1日
     港医709 横浜市港北区高田東４－２３－４
     　クール高田２Ｆ
     045-540-2588  (045-540-2508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1355090,711.3 鈴木整形外科医院 〒223-0065 （時間外２）第415号       平成22年 4月 1日
     港医711 横浜市港北区高田東４－１－２５ （ニコ）第685号           平成29年 7月 1日
     045-543-7110  (045-350-2107) （支援診２）第383号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第1160号      平成25年 5月 1日
     （在総）第883号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356090,712.1 高田内科・脳神経クリ〒223-0065 （Ｃ・Ｍ）第444号         平成24年 4月 1日
     港医712 ニック 横浜市港北区高田東４－２３－４
     　クール高田２Ｆ－Ⅱ
     045-549-5280  (045-549-5281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357090,716.2 いのもり脳神経外科ク〒223-0059 （神経）第133号           平成20年12月 1日
     港医716 リニック 横浜市港北区北新横浜１－２－３
     三橋ビル　２Ｆ
     045-533-2727  (045-533-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358090,717.0 なのクリニック 〒222-0023 （外後発使）第38号        平成28年 4月 1日
     港医717 横浜市港北区仲手原１－２６－１
     ０
     045-710-0045  (045-710-0043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359090,718.8 よこはま乳腺・胃腸ク〒223-0053 一般        18（がん指）第92号          平成22年 7月 1日
     港医718 リニック 横浜市港北区綱島西１－５－１８ （外化２）第41号          平成20年10月 1日
     045-542-0365  (045-541-9701) （乳セ２）第9号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第38908号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360090,719.6 篠原Ｋクリニック 〒222-0026 （支援診３）第698号       平成28年 8月 1日
     港医719 横浜市港北区篠原町１１０３パイ （在診実１）第9号         平成26年 4月 1日
     ンファースト岸根公園 （がん指）第54号          平成22年 6月 1日
     045-439-6336  (045-439-6337) （在医総管）第1163号      平成20年12月 1日
     （在総）第962号           平成22年 3月 1日
     （酸単）第38909号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361090,720.4 日吉東急　鈴木眼科 〒223-0061 （コン３）第35号          平成29年 4月 1日
     港医720 横浜市港北区日吉２－１－１日吉
     東急南館２Ｆ
     045-563-5600  (045-563-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1362090,721.2 日吉病院 〒223-0062 精神        77（精神入院）第2155号      平成27年 3月 1日
     港医721 横浜市港北区日吉本町２－８－２ （看補）第1461号          平成21年 1月 1日
     045-563-7373  (045-563-7305) （精移行）第20号          平成21年 3月 1日
     （患サポ）第60号          平成24年 4月 1日
     （精救急受入）第12号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第81号        平成29年 5月 1日
     （病棟薬１）第17号        平成24年 4月 1日
     （食）第632号             平成21年 1月 1日
     （薬）第332号             平成24年 2月 1日
     （精）第72号              平成23年 2月 1日
     （ショ大）第53号          平成28年 3月 1日
     （ショ小）第57号          平成28年 3月 1日
     （デ大）第81号            平成28年 3月 1日
     （デ小）第76号            平成21年 1月 1日
     （医療保護）第60号        平成21年 1月 1日
     （酸単）第40456号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363090,722.0 あさかぜクリニック 〒222-0033
     港医722 横浜市港北区新横浜２－１２－２
     ０京浜建物第一ビル５Ｆ
     045-628-9600  (045-628-9600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364090,723.8 杉ウイメンズクリニッ〒222-0033 （酸単）第38910号         平成29年 4月 1日
     港医723 ク 横浜市港北区新横浜２－１２－１
     神横浜光伸ビル７Ｆ
     045-470-2113  (045-470-2114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365090,726.1 港北メンタルクリニッ〒223-0052
     港医726 ク 横浜市港北区綱島東１－２－１３
     マレットビル６Ｆ
     045-542-2645  (045-542-2645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366090,728.7 医療法人　風航会　大〒222-0037
     港医728 倉山眼科クリニック 横浜市港北区大倉山３－１－３　
     ポルテーゼビル２Ｆ
     045-544-6333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367090,730.3 たかた　こども　クリ〒223-0065 （小検）第51号            平成21年10月 1日
     港医730 ニック 横浜市港北区高田東４－２３－４ （酸単）第38911号         平成29年 4月 1日
     クール高田３Ｆ
     045-533-1123  (045-533-1030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368090,731.1 医療法人社団　なかよ〒223-8526 （酸単）第40526号         平成29年 4月 1日
     港医731 し会　日吉メディカル横浜市港北区日吉４－１－１慶応
     クリニック 義塾日吉キャンパス協生館１Ｆ
     045-564-1740  (045-564-1739)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1369090,732.9 昇和診療所 〒222-0033 （時間外２）第288号       平成22年 4月 1日
     港医732 横浜市港北区新横浜１－１１－１ （支援診２）第223号       平成29年 4月 1日
     １ （在医総管）第1269号      平成21年12月 1日
     045-475-1295  (045-471-3122) （酸単）第38912号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370090,733.7 有馬医院 〒222-0012 （時間外２）第198号       平成22年 4月 1日
     港医733 横浜市港北区富士塚１－１－９ア （支援診３）第775号       平成29年 4月 1日
     リマメディカ１Ｆ－１０１ （がん指）第960号         平成25年 5月 1日
     045-431-6565  (045-401-8070) （在医総管）第1276号      平成22年 1月 1日
     （在総）第954号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371090,734.5 新横浜スパインクリニ〒223-0059 一般        15（診入院）第541号         平成26年 9月 1日
     港医734 ック 横浜市港北区北新横浜１－５－５ （Ｃ・Ｍ）第850号         平成30年 3月 1日
     045-533-5401  (045-533-5403) （運Ⅲ）第246号           平成30年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第167号         平成22年 1月 1日
     （酸単）第38913号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1372090,735.2 大倉山記念病院 〒222-0001 一般       114（一般入院）第1761号      平成29年 2月 1日
     港医735 横浜市港北区樽町１－１－２３ （障害入院）第1296号      平成24年 6月 1日
     045-531-2546  (045-531-2540) （診療録１）第49号        平成26年12月 1日
     （急性看補）第135号       平成28年10月 1日
     （特施）第106号           平成23年 2月 1日
     （医療安全２）第243号     平成25年 6月 1日
     （感染防止２）第37号      平成24年 4月 1日
     （総合評価）第70号        平成22年10月 1日
     （後発使１）第75号        平成28年12月 1日
     （データ提）第109号       平成27年 1月 1日
     （退支）第216号           平成29年 9月 1日
     （認ケア）第10号          平成28年 6月 1日
     （地包ケア１）第1号       平成28年 7月 1日
     （食）第640号             平成22年 1月 1日
     （がん指）第1108号        平成26年 3月 1日
     （薬）第305号             平成22年 1月 1日
     （機安１）第144号         平成22年 5月 1日
     （支援病２）第4号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第1519号      平成24年 4月 1日
     （在総）第1098号          平成24年 4月 1日
     （検Ⅰ）第221号           平成22年10月 1日
     （神経）第194号           平成24年 1月 1日
     （遠画）第34号            平成22年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第560号         平成24年12月 1日
     （菌）第152号             平成28年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第178号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第156号           平成27年 8月 1日
     （呼Ⅰ）第218号           平成29年 5月 1日
     （透析水２）第227号       平成28年12月 1日
     （胃瘻造）第162号         平成27年11月 1日
     （胃瘻造嚥）第103号       平成27年 9月 1日
     （酸単）第38914号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373090,736.0 藤井眼科 〒223-0053
     港医736 横浜市港北区綱島西１－６－１９
     綱島コア１５ビル３Ｆ
     045-633-8801  (045-633-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374090,737.8 ボナ・ディア　クリニ〒222-0033
     港医737 ック 横浜市港北区新横浜２－４－１７
     光正新横浜駅前ビル５Ｆ
     045-534-7806  (045-534-7816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1375090,738.6 日吉本町クリニック 〒223-0062 （支援診３）第1138号      平成29年 4月 1日
     港医738 横浜市港北区日吉本町４－１０－ （在医総管）第1303号      平成22年 4月 1日
     ５０ココファン日吉１Ｆ （在総）第972号           平成22年 4月 1日
     045-560-3766  (045-560-3767) （脳Ⅲ）第113号           平成22年 4月 1日
     （運Ⅱ）第460号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376090,740.2 菊名記念クリニック 〒222-0011 （時間外１）第83号        平成24年 4月 1日
     港医740 横浜市港北区菊名３－１９－８ （糖管）第116号           平成22年 7月 1日
     045-401-5111  (045-401-5075) （透析水２）第70号        平成24年 5月 1日
     （酸単）第38915号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377090,742.8 綱島駅前眼科 〒223-0052 （コン１）第538号         平成29年 4月 1日
     港医742 横浜市港北区綱島東１－２－１３
     マレットビル４Ｆ
     045-543-7771  (045-543-7753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378090,744.4 赤石整形外科 〒223-0052
     港医744 横浜市港北区綱島東１－２－１３
     マレットビル２Ｆ
     045-549-6633  (045-549-6638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379090,745.1 たかせ胃腸内科クリニ〒223-0057 （がん指）第73号          平成22年 5月 1日
     港医745 ック 横浜市港北区新羽町１６８６－１ （在医総管）第1336号      平成22年 5月 1日
     ユーム・ニューウィングⅢ３Ｆ３ （酸単）第38916号         平成29年 4月 1日
     ０２
     045-544-2139  (045-544-2139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380090,746.9 普通部通り　みみ・は〒223-0062
     港医746 な・のどのクリニック横浜市港北区日吉本町１－１７－
     ３
     045-624-8185  (045-624-8185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381090,747.7 石川こどもクリニック〒222-0002 （酸単）第38917号         平成29年 4月 1日
     港医747 横浜市港北区師岡町７００　トレ
     ッサ横浜南棟１Ｆ
     045-533-5065  (045-533-5064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382090,748.5 耳鼻咽喉科渡辺医院 〒223-0062 （高）第226号             平成22年 6月 1日
     港医748 横浜市港北区日吉本町４－１５－
     １１　１Ｆ
     045-561-3649  (045-561-6800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383090,749.3 日吉内科 〒223-0062
     港医749 横浜市港北区日吉本町１－８－３
     　ビーハイブ細谷１０２
     045-566-2385  (045-566-2387)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1384090,750.1 日吉こどもクリニック〒223-0062 （酸単）第38918号         平成29年 4月 1日
     港医750 横浜市港北区日吉本町１－９－２
     ６
     045-560-1850  (045-560-1851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385090,751.9 ひよしペインクリニッ〒223-0062
     港医751 ク 横浜市港北区日吉本町１－１７－
     ３６
     045-563-1804  (045-563-1800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386090,752.7 医療法人社団　善仁会〒222-0037 （時間外２）第836号       平成22年10月 1日
     港医752 　おおくらやま腎クリ横浜市港北区大倉山３－１－３　 （透析水２）第95号        平成24年 8月 1日
     ニック ポルテーゼビル１・２Ｆ （肢梢）第124号           平成28年10月 1日
     045-547-0506  (045-547-0655) （酸単）第38919号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387090,753.5 新横浜かとうクリニッ〒222-0033 （時間外２）第1230号      平成27年 3月 2日
     港医753 ク 横浜市港北区新横浜２－６－１３ （ニコ）第1130号          平成29年 7月 1日
     新横浜ステーションビル８Ｆ （支援診３）第1206号      平成29年 3月 1日
     045-478-6180  （がん指）第1193号        平成27年 3月 2日
     （在医総管）第1874号      平成27年 3月 2日
     （在総）第1356号          平成27年 3月 2日
     （酸単）第38920号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388090,754.3 しらゆり皮フ科・整形〒222-0026 （酸単）第38921号         平成29年 4月 1日
     港医754 外科 横浜市港北区篠原町３０１４－２
     　加祥ビル地下１Ｆ
     045-717-7260  (045-717-7261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389090,755.0 おおすみ医院 〒223-0057 （在医総管）第1972号      平成28年 4月 1日
     港医755 横浜市港北区新羽町１７１９ （神経）第254号           平成28年 4月 1日
     045-717-7611  （Ｃ・Ｍ）第426号         平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390090,756.8 日吉東急　鈴木眼科　〒223-0062 （コン１）第577号         平成29年 4月 1日
     港医756 分院 横浜市港北区日吉本町１－２５－
     ２５　サンライズビル　２Ｆ
     045-563-5600  (045-563-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391090,758.4 すぎうら眼科 〒223-0057 （コン１）第547号         平成29年 4月 1日
     港医758 横浜市港北区新羽町１６７１
     045-533-1203  (045-533-1204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392090,759.2 みずほクリニック港北〒222-0033 （時間外１）第451号       平成26年11月 1日
     港医759 横浜市港北区新横浜３－７－１９ （支援診２）第273号       平成29年 4月 1日
     鈴喜ビル５Ｆ （在医総管）第1790号      平成26年 6月 1日
     045-473-4433  (045-473-4555) （在総）第1300号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1393090,761.8 おおはし内科 〒223-0058 （がん指）第212号         平成23年 5月 1日
     港医761 横浜市港北区新吉田東６－３１－ （外後発使）第39号        平成29年 5月 1日
     ２５－１Ｆ
     045-544-7833  (045-544-7834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394090,762.6 大倉山はるかぜクリニ〒222-0037
     港医762 ック 横浜市港北区大倉山３－８－２８
     －２Ｆ
     045-717-8115  (045-717-8115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395090,763.4 医療法人社団　桜友会〒223-0059 （時間外１）第73号        平成24年 4月 1日
     港医763 　ういずクリニック新横浜市港北区北新横浜２－３－１ （支援診２）第156号       平成29年 4月 1日
     横浜 　介護付有料老人ホームすこや家 （在医総管）第1429号      平成23年 5月 1日
     「北新横浜」２Ｆ （在総）第1044号          平成23年 5月 1日
     045-533-5015  (045-533-5016) （酸単）第38922号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396090,765.9 綱島診療所　そう皮フ〒223-0053
     港医765 科 横浜市港北区綱島西３－１９－５
     045-531-1708  (045-531-1708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397090,767.5 すずらんメンタルクリ〒223-0053
     港医767 ニック 横浜市港北区綱島西１－８－１２
     綱島名店会館本社ビル　３Ｆ
     045-514-3671  (045-512-0362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398090,769.1 城クリニック 〒222-0033 （がん指）第967号         平成25年 5月 1日
     港医769 横浜市港北区新横浜３－６－４千 （電情）第9号             平成28年 7月 1日
     歳観光ビル５Ｆ （酸単）第38923号         平成29年 4月 1日
     045-477-1011  (045-477-1221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399090,771.7 ノア皮フ科クリニック〒222-0037
     港医771 横浜市港北区大倉山３－１－３　
     ポルテーゼビル３－Ｂ・Ｃ
     045-633-8740  (045-633-8741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400090,772.5 心のクリニック　新横〒222-0033
     港医772 浜 横浜市港北区新横浜３－６－１新
     横浜ＳＲビル６Ｆ
     045-470-6578  (045-470-6579)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401090,774.1 トラベルクリニック新〒222-0033
     港医774 横浜 横浜市港北区新横浜２－１３－６
     第一Ｋ・Ｓビル３Ｆ
     045-470-1011  (045-470-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1402090,775.8 かとう眼科 〒222-0037 （コン１）第582号         平成29年 3月 1日
     港医775 横浜市港北区大倉山１－１６－１
     ３グランドメゾン大倉山１Ｆ
     045-548-0880  (045-548-0880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403090,776.6 前田記念新横浜クリニ〒222-0033 （糖管）第286号           平成30年 3月 1日
     港医776 ック 横浜市港北区新横浜２－３－１２ （透析水１）第233号       平成25年 1月 1日
     新横浜スクエアビル３Ｆ （肢梢）第72号            平成28年 5月 1日
     045-473-5126  (045-474-5346) （酸単）第38924号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404090,777.4 さかきばら耳鼻咽喉科〒222-0023 （高）第264号             平成25年 5月 1日
     港医777 横浜市港北区仲手原２－４３－３ （酸単）第38925号         平成29年 4月 1日
     ３ビューハイム港北１Ｆ
     045-439-1770  (045-439-1780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405090,778.2 マザーズ高田産医院 〒223-0066 一般 （時間外１）第360号       平成25年 6月 1日
     港医778 横浜市港北区高田西２－５－２７　　一般    12（診入院）第676号         平成26年 4月 1日
     045-595-4103  (045-595-4104) （ハイ妊娠）第109号       平成25年 7月 1日
     （ＨＰＶ）第343号         平成25年 6月 1日
     （酸単）第38926号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406090,780.8 ふくろうメンタルクリ〒222-0033 （認２）第32号            平成25年10月 1日
     港医780 ニック 横浜市港北区新横浜３－９－５新
     横浜第３東昇ビル２Ｆ
     045-594-6905  (045-594-6907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407090,782.4 土屋眼科医院 〒223-0053 （コン１）第599号         平成29年 3月 1日
     港医782 横浜市港北区綱島西２－１－７マ
     ック綱島コート１Ｆ
     045-543-1085  (045-543-1809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408091,000.0 北新横浜耳鼻咽喉科 〒223-0059
     港医1000 横浜市港北区北新横浜１－２－３
     三橋ビル２Ｆ
     045-859-9292  (045-859-9291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409091,001.8 大倉山診療所 〒222-0003 （ニコ）第1013号          平成29年 7月 1日
     港医1001 横浜市港北区大曽根１－１７－３ （支援診２）第384号       平成29年 4月 1日
     045-531-4345  (045-531-4342) （在医総管）第1707号      平成25年11月 1日
     （在総）第1238号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410091,002.6 港北耳鼻咽喉科 〒223-0052 （高）第268号             平成25年12月 1日
     港医1002 横浜市港北区綱島東１－２－１３
     マレットビル５Ｆ
     045-533-2212  (045-533-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1411091,003.4 洋和メンタルクリニッ〒223-0062
     港医1003 ク 横浜市港北区日吉本町１－２－７
     川田ビル１Ｆ
     045-562-7111  (045-562-7143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412091,004.2 大倉山こじまクリニッ〒222-0037 （がん指）第1219号        平成27年10月 1日
     港医1004 ク 横浜市港北区大倉山１－３０－１
     プラスハウス２Ｆ
     045-542-3535  (045-542-3536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413091,005.9 石井内科医院 〒223-0062 （ニコ）第1181号          平成29年 6月 1日
     港医1005 横浜市港北区日吉本町６－２６－ （在医総管）第2084号      平成29年 4月 1日
     ５
     045-561-4704  (045-561-4704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414091,006.7 医療法人社団善仁会　〒223-0052 （時間外２）第1330号      平成29年 1月 1日
     港医1006 綱島腎クリニック 横浜市港北区綱島東１－１０－４ （透析水２）第211号       平成27年10月 1日
     イケモリビル１・２Ｆ （肢梢）第147号           平成28年12月 1日
     045-545-5585  (045-545-6399) （酸単）第38927号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415091,007.5 トレッサしのだ整形・〒222-0002
     港医1007 形成外科 横浜市港北区師岡町７００トレッ
     サ横浜南棟１Ｆ
     045-534-1551  (045-534-1552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416091,008.3 新横浜フォレストクリ〒222-0026 （在医総管）第2047号      平成28年11月 1日
     港医1008 ニック 横浜市港北区篠原町３０１４－２ （神経）第231号           平成26年 7月 1日
     加祥ビル４Ｆ　Ａ号室
     045-438-3720  (045-438-3721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417091,009.1 マスダクリニック　形〒223-0053 （ゲル乳再）第23号        平成26年 9月 1日
     港医1009 成外科・皮フ科 横浜市港北区綱島西３－２－２０ （酸単）第38928号         平成29年 4月 1日
     綱島別所プラザ２Ｆ
     045-947-3607  (045-947-3608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418091,010.9 あかつきクリニック 〒223-0052 （ニコ）第1084号          平成29年 7月 1日
     港医1010 横浜市港北区綱島東４－２－５パ
     ルホワイト綱島１０１
     045-543-7101  (045-543-7102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419091,011.7 高木脳神経外科クリニ〒223-0053 （神経）第268号           平成28年12月 1日
     港医1011 ック 横浜市港北区綱島西３－２－２０ （Ｃ・Ｍ）第811号         平成26年 9月 1日
     綱島別所プラザ２Ｆ （酸単）第38929号         平成29年 4月 1日
     045-545-0888  (045-545-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1420091,013.3 高田駅前耳鼻咽喉科 〒223-0065 （高）第284号             平成26年12月 1日
     港医1013 横浜市港北区高田東３－１－８
     045-546-4133  (045-546-4135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421091,015.8 医療法人社団健明会　〒222-0037 （ニコ）第1114号          平成29年 7月 1日
     港医1015 大倉山わきもと内科 横浜市港北区大倉山５－２５－１
     ９
     045-717-6887  (045-717-6690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422091,017.4 ＲＥＳＭ（リズム）新〒222-0033 一般         3（時間外２）第1219号      平成27年 1月 1日
     港医1017 横浜　睡眠・呼吸メデ横浜市港北区新横浜３－８－１２ （診入院）第705号         平成28年11月 1日
     ィカルケアクリニック丸八新横浜ビル４Ｆ （ニコ）第1118号          平成29年 7月 1日
     045-475-5155  (045-475-5156) （支援診３）第1184号      平成28年 5月 1日
     （がん指）第1181号        平成27年 1月 1日
     （在医総管）第1852号      平成27年 1月 1日
     （在総）第1338号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423091,018.2 すとう整形外科クリニ〒223-0057 （運Ⅱ）第756号           平成30年 1月 1日
     港医1018 ック 横浜市港北区新羽町２０８０－１
     メディカル・モール・ブラザー１
     Ｆ
     045-716-8063  (045-716-8263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424091,019.0 綱島泌尿器科・内科ク〒223-0052 （ニコ）第1137号          平成29年 6月 1日
     港医1019 リニック 横浜市港北区綱島東１－１－６Ｊ （在医総管）第1881号      平成27年 4月 1日
     ・Ｃ古市ビル３Ｆ
     045-533-0177  (045-533-0178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425091,020.8 カンガルーこどもクリ〒223-0057
     港医1020 ニック 横浜市港北区新羽町２０８０－１
     メディカルモールブラザー２Ｆ
     045-309-0755  (045-309-0750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426091,021.6 ひなた在宅クリニック〒223-0053 （時間外１）第480号       平成27年 6月 1日
     港医1021 横浜市港北区綱島西３－２－２０ （がん疼）第308号         平成27年 6月 1日
     綱島別所プラザ２Ｆ （支援診２）第311号       平成28年 7月 1日
     045-717-6852  (045-717-6653) （在緩診実）第24号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1889号      平成27年 6月 1日
     （在総）第1362号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427091,022.4 ルカ皮フ科クリニック〒222-0011
     港医1022 横浜市港北区菊名１－６－１１平
     田ビル２Ｆ
     045-947-4122  (045-947-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1428091,023.2 医療法人社団陽命会　〒222-0021 （支援診３）第1280号      平成28年 4月 1日
     港医1023 きくな小児科皮ふ科ク横浜市港北区篠原北２－４－５ウ （在診実１）第183号       平成28年 9月 1日
     リニック エストーレ丸菱ビル１Ｆ店舗Ａ （在医総管）第1986号      平成28年 4月 1日
     045-717-6850  (045-717-6851) （在総）第1416号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第38931号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429091,024.0 あい診療所 〒222-0035 （時間外２）第1304号      平成28年 6月 1日
     港医1024 横浜市港北区鳥山町１０１８ （小か診）第60号          平成28年 6月 1日
     045-595-9481  (045-595-9481) （支援診３）第1254号      平成29年 4月 1日
     （在医総管）第1916号      平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430091,025.7 陽だまりクリニック 〒222-0035 （支援診２）第317号       平成28年 9月 1日
     港医1025 横浜市港北区鳥山町１１０６－２ （在医総管）第1918号      平成27年 8月 1日
     045-620-7806  (045-620-7922) （在総）第1378号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431091,026.5 新横浜山前クリニック〒222-0033 （外化２）第78号          平成27年 8月 1日
     港医1026 横浜市港北区新横浜３－２０－３
     リバサイドビル４Ｆ
     045-471-6307  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432091,027.3 すがわら泌尿器科・内〒223-0053 （がん指）第1233号        平成28年 1月 1日
     港医1027 科 横浜市港北区綱島西２－１６－１
     ９第２吉田ビル２Ｆ
     045-544-8222  (045-544-8333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433091,028.1 なかむらアートクリニ〒222-0033
     港医1028 ック 横浜市港北区新横浜２－５－１４
     ＷＩＳＥ　ＮＥＸＴ新横浜ビル９
     Ｆ
     045-534-6534  (045-620-5278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434091,029.9 新横浜駅ビル眼科診療〒222-0033 （コン３）第49号          平成29年 6月 1日
     港医1029 所 横浜市港北区新横浜２－１００－
     ４５新横浜中央ビル８Ｆ
     045-478-1386  (045-478-1386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435091,030.7 日吉慶友クリニック 〒223-0061 （がん疼）第396号         平成29年 7月 1日
     港医1030 横浜市港北区日吉５－５－１７ （支援診２）第364号       平成28年11月 1日
     045-563-5111  (045-563-5114) （がん指）第1226号        平成27年10月 1日
     （在医総管）第1973号      平成28年 4月 1日
     （在総）第1410号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第40630号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1436091,031.5 くにもとライフサポー〒222-0001 （時間外１）第500号       平成27年12月 1日
     港医1031 トクリニック 横浜市港北区樽町４－４－４４　 （がん疼）第326号         平成27年12月 1日
     045-541-7731  (045-541-7732) （支援診３）第1247号      平成28年 6月 1日
     （在診実１）第157号       平成27年12月 1日
     （がん指）第1235号        平成27年12月 1日
     （在医総管）第1938号      平成27年12月 1日
     （在総）第1389号          平成27年12月 1日
     （神経）第249号           平成27年12月 1日
     （脳Ⅲ）第186号           平成27年12月 1日
     （運Ⅲ）第217号           平成27年12月 1日
     （呼Ⅱ）第94号            平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437091,032.3 医療法人社団やまびこ〒222-0033 （時間外１）第501号       平成27年12月 1日
     港医1032 　新横浜整形外科リウ横浜市港北区新横浜３－６－４　 （ニコ）第1190号          平成29年 7月 1日
     マチ科 新横浜千歳観光ビル４Ｆ （Ｃ・Ｍ）第887号         平成28年 9月 1日
     045-548-3887  （脳Ⅲ）第211号           平成29年 9月 1日
     （運Ⅰ）第251号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438091,033.1 妙蓮寺眼科 〒222-0011 （コン１）第648号         平成28年 9月 1日
     港医1033 横浜市港北区菊名１－３－１０
     045-421-8422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439091,034.9 アイレディースクリニ〒222-0033 （ＨＰＶ）第416号         平成28年 4月 1日
     港医1034 ック新横浜 横浜市港北区新横浜３－６－１　
     新横浜ＳＲビル５Ｆ
     045-471-3385  (045-471-0385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440091,035.6 さくら内科クリニック〒222-0025 （がん指）第1256号        平成28年 4月 1日
     港医1035 横浜市港北区篠原西町１８－１７
     045-421-4188  (045-421-4188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441091,036.4 野のすみれクリニック〒222-0003 （ショ小）第65号          平成29年 6月 1日
     港医1036 　リハビリテーション横浜市港北区大曽根１－２０－１
     科 ６　シードビル１Ｆ
     045-633-7324  (045-633-7924)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442091,037.2 はま眼科 〒223-0065 （コン１）第666号         平成28年 7月 1日
     港医1037 横浜市港北区高田東３－１０－６
     　モンテ・ローザ高田Ⅰ　ＮＯ．
     ７
     045-547-3946  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443091,038.0 しんよこメンタルクリ〒222-0026 （在医総管）第2035号      平成28年 9月 1日
     港医1038 ニック 横浜市港北区篠原町３０１４－２ （ショ大）第56号          平成28年 9月 1日
     　加祥ビル４Ｆ （デ大）第83号            平成28年 9月 1日
     045-947-3499  (045-947-3498)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1444091,039.8 ひよしの丘クリニック〒223-0062 （認１）第38号            平成28年 8月 1日
     港医1039 横浜市港北区日吉本町１－２３－
     １４　厚川ビル４Ｆ
     045-564-0226  (045-564-0226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445091,040.6 藤山内科クリニック 〒222-0012 （がん指）第1281号        平成28年 8月 1日
     港医1040 横浜市港北区富士塚１－７－１９
     　高和Ⅱ
     045-439-0355  (045-439-0366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446091,041.4 医療法人社団鴻鵠会　〒222-0033 （がん疼）第375号         平成29年 1月 1日
     港医1041 新横浜在宅クリニック横浜市港北区新横浜２－３－３　 （支援診３）第1337号      平成29年 1月 1日
     新横浜ウエストビル４Ｆ （在診実１）第206号       平成29年 8月 1日
     045-548-5228  (045-548-5229) （がん指）第1337号        平成29年 3月 1日
     （在医総管）第2060号      平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447091,042.2 ささき整形外科 〒222-0011 （時間外２）第1341号      平成29年 2月 1日
     港医1042 横浜市港北区菊名１－８－１２ （運Ⅰ）第281号           平成29年 2月 1日
     045-439-1766  (045-439-1767) （酸単）第38932号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448091,043.0 綱島ゆめみ産婦人科 〒223-0053 一般        19（時間外１）第567号       平成29年 3月 1日
     港医1043 横浜市港北区綱島西３－２－２３ （診入院）第707号         平成29年 3月 1日
     045-543-1103  (045-543-1108) （ＨＰＶ）第431号         平成29年 3月 1日
     （酸単）第40069号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449091,044.8 グリーン高田駅前クリ〒223-0065 （ニコ）第1273号          平成29年 5月 1日
     港医1044 ニック 横浜市港北区高田東３－１－８ （酸単）第40071号         平成29年 4月 1日
     045-544-1117  (045-544-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450091,045.5 西川クリニック 〒222-0033 （糖防管）第87号          平成29年 6月 1日
     港医1045 横浜市港北区新横浜２－１２－８ （ニコ）第1274号          平成29年 5月 1日
     　扶桑ビル６Ｆ
     045-534-8538  (045-534-8539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451091,046.3 横浜市港北区休日急患〒222-0011 （小夜１）第63号          平成29年 7月 1日
     港医1046 診療所 横浜市港北区菊名７－８－２７ （酸単）第40441号         平成29年 4月 1日
     045-433-2311  (045-433-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452091,047.1 新羽あらた内科クリニ〒223-0057 （酸単）第40438号         平成29年 4月 1日
     港医1047 ック 横浜市港北区新羽町２０８０－１
     　メディカル・モール・ブラザー
     ３Ｆ
     045-543-2288  (045-543-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  214

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1453091,048.9 医療法人社団平郁会　〒223-0062 （時間外１）第580号       平成29年 5月 1日
     港医1048 日吉斎藤クリニック 横浜市港北区日吉本町１－２７－ （糖管）第281号           平成29年12月 1日
     ３９　ファミール日吉本町１Ｆ２ （支援診２）第397号       平成29年 7月 1日
     Ｆ （在医総管）第2106号      平成29年 5月 1日
     045-560-3503  (045-560-3502) （在総）第1493号          平成29年 5月 1日
     （透析水１）第281号       平成29年 5月 1日
     （肢梢）第187号           平成29年 8月 1日
     （酸単）第40452号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454091,049.7 新横浜ハートクリニッ〒222-0026 （Ｃ・Ｍ）第927号         平成29年 8月 1日
     港医1049 ク 横浜市港北区篠原町２８６５－１ （心Ⅰ）第67号            平成29年 8月 1日
     　２Ｆ，３Ｆ
     045-717-5126  (045-717-5128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455091,050.5 川野循環器内科医院 〒223-0053 （時間外２）第1358号      平成29年 8月10日
     港医1050 横浜市港北区綱島西４－９－１１ （がん指）第1370号        平成29年 8月10日
     045-540-7900  (045-540-7901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456091,051.3 新横浜美容外科クリニ〒222-0033
     港医1051 ック 横浜市港北区新横浜２－５－１４
     　ＷＩＳＥ　ＮＥＸＴ新横浜７Ｆ
     045-548-3104  (045-548-3107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457091,052.1 大倉山整形外科リウマ〒222-0037 （運Ⅱ）第753号           平成29年11月 1日
     港医1052 チ科クリニック 横浜市港北区大倉山３－２－１８
     　セントヒルズ大倉山１Ｆ
     045-540-7700  (045-540-7710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458091,053.9 菊名やまゆりクリニッ〒222-0011
     港医1053 ク 横浜市港北区菊名６－１－７　鈴
     木ビル２Ｆ
     045-834-8383  (045-834-8303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459091,054.7 山田医院 〒222-0032 （時間外２）第1371号      平成30年 2月 1日
     港医1054 横浜市港北区大豆戸町２１２ （地包加）第307号         平成30年 2月 1日
     045-421-5452  (045-421-5452) （在医総管）第2168号      平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460091,055.4 もろおかクリニック 〒222-0002 （ニコ）第1339号          平成30年 2月 1日
     港医1055 横浜市港北区師岡町９０８－３ （脳Ⅲ）第220号           平成30年 2月 1日
     045-531-1234  (045-531-1235) （運Ⅲ）第247号           平成30年 2月 1日
     （酸単）第40634号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461091,056.2 大塚内科小児科クリニ〒223-0053
     港医1056 ック 横浜市港北区綱島西５－２－９
     045-543-3303  (045-543-4850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1462100,014.0 医療法人積愛会　横浜〒244-0813 精神       600（看配）第1257号          平成23年 4月 1日
     戸医14 舞岡病院 横浜市戸塚区舞岡町３４８２ （看補）第1465号          平成23年 4月 1日
     045-822-2125  （精合併加算）第54号      平成24年10月 1日
     （精急医配）第23号        平成27年 5月 1日
     （精急１）第23号          平成27年 5月 1日
     （精療）第35号            平成29年 5月 1日
     （認治１）第36号          平成29年 5月 1日
     （食）第38号              昭和33年10月 1日
     （薬）第170号             平成 9年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第775号         平成25年10月 1日
     （精）第14号              平成 5年 6月 1日
     （ショ大）第11号          平成18年 4月 1日
     （デ大）第42号            平成14年 5月 1日
     （ナ）第17号              平成21年 7月 1日
     （デナ）第29号            平成21年 7月 1日
     （医療保護）第54号        平成19年 5月 1日
     （酸単）第38933号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1463100,015.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 一般       148（一般入院）第1571号      平成28年10月 1日
     戸医15 戸塚共立第１病院 横浜市戸塚区戸塚町１１６ （診療録１）第23号        平成26年 4月 1日
     045-864-2501  （事補１）第22号          平成26年 4月 1日
     （急性看補）第16号        平成28年 4月 1日
     （医療安全１）第117号     平成21年 1月 1日
     （感染防止２）第158号     平成29年 4月 1日
     （患サポ）第80号          平成24年 4月 1日
     （後発使１）第95号        平成29年11月 1日
     （データ提）第52号        平成24年10月 1日
     （退支）第120号           平成28年 4月 1日
     （認ケア）第120号         平成29年 6月 1日
     （食）第39号              昭和33年10月 1日
     （がん疼）第182号         平成24年 4月 1日
     （がん指１）第95号        平成29年 8月 1日
     （がん指２）第79号        平成29年 8月 1日
     （トリ）第25号            平成24年 4月 1日
     （肝炎）第103号           平成24年 5月 1日
     （薬）第76号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第16号          平成20年 4月 1日
     （支援病２）第25号        平成26年 9月 1日
     （在医総管）第1176号      平成21年 1月 1日
     （検Ⅰ）第12号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第19号            平成20年 4月 1日
     （神経）第206号           平成24年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第578号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第72号          平成25年10月 1日
     （菌）第86号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第228号           平成28年12月 1日
     （運Ⅰ）第34号            平成28年12月 1日
     （呼Ⅰ）第12号            平成28年12月 1日
     （がんリハ）第9号         平成24年 1月 1日
     （透析水１）第179号       平成22年 6月 1日
     （早大腸）第48号          平成26年 1月 1日
     （胃瘻造）第73号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第90号          平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第151号         平成20年 2月 1日
     （病理診１）第59号        平成29年 7月 1日
     （酸単）第38934号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  217

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1464100,079.3 医療法人横浜柏堤会　〒244-0817 一般        97（一般入院）第1605号      平成28年10月 1日
     戸医79 戸塚共立第２病院 横浜市戸塚区吉田町５７９－１ （診療録１）第28号        平成26年 5月 1日
     045-881-3205  (045-881-3206) （事補１）第25号          平成26年 4月 1日
     （急性看補）第109号       平成28年 4月 1日
     （看夜配）第33号          平成28年 4月 1日
     （療）第67号              平成15年 5月 1日
     （重）第157号             平成15年 5月 1日
     （栄養チ）第60号          平成25年 7月 1日
     （医療安全２）第127号     平成22年 4月 1日
     （感染防止１）第85号      平成29年 4月 1日
     （患サポ）第137号         平成24年 4月 1日
     （後発使１）第100号       平成30年 3月 1日
     （病棟薬１）第37号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第82号        平成24年10月 1日
     （退支）第143号           平成28年 4月 1日
     （認ケア）第129号         平成29年 8月 1日
     （食）第561号             平成13年 4月 1日
     （高）第110号             平成13年 5月 1日
     （がん疼）第252号         平成25年11月 1日
     （がん指１）第56号        平成25年11月 1日
     （がん指２）第26号        平成26年 4月 1日
     （トリ）第39号            平成24年 4月 1日
     （開）第27号              平成14年 7月 1日
     （がん指）第1号           平成22年 4月 1日
     （薬）第236号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第17号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第181号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第110号           平成22年11月 1日
     （歩行）第94号            平成30年 3月 1日
     （画１）第84号            平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第670号         平成27年11月 1日
     （外化１）第135号         平成28年 2月 1日
     （菌）第102号             平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第229号           平成28年 5月 1日
     （運Ⅰ）第5号             平成28年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第13号            平成28年 5月 1日
     （がんリハ）第3号         平成23年 4月 1日
     （エタ甲）第51号          平成18年 1月 1日
     （エタ副甲）第17号        平成18年 1月 1日
     （肢梢）第95号            平成28年 6月 1日
     （自家）第15号            平成29年 3月 1日
     （ペ）第131号             平成13年 4月 1日
     （大）第66号              平成13年 4月 1日
     （胃瘻造）第74号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第92号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第67号            平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第162号         平成21年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第38935号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465100,148.6 浜之上耳鼻咽喉科 〒244-0816
     戸医148 横浜市戸塚区上倉田町８８４－６
     045-871-4653  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466100,162.7 医療法人社団　戸塚第〒244-0802 一般        19
     戸医162 一医院 横浜市戸塚区平戸２－７－２５
     045-822-1231  (045-825-8170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467100,170.0 十愛病院 〒244-0801 精神 （精神入院）第2126号      平成30年 2月 1日
     戸医170 横浜市戸塚区品濃町１１４０ 　　一般    48（精療）第33号            平成26年 4月 1日
     045-822-0321  (045-822-0490) 精神 （食）第234号             昭和45年 4月 1日
     　　療養    46（医療保護）第48号        平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468100,184.1 医療法人社団　三友会〒245-0053 療養        48（療養入院）第433号       平成27年 9月 1日
     戸医184 　戸塚中央病院 横浜市戸塚区上矢部町１６７９ （食）第704号             平成28年 7月 1日
     045-811-2871  （酸単）第38936号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1469100,194.0 医療生協かながわ生活〒245-0062 一般        95（一般入院）第1551号      平成28年 9月 1日
     戸医194 協同組合　戸塚病院 横浜市戸塚区汲沢町１０２５－６ （診療録２）第156号       平成21年 2月 1日
     045-864-1241  （事補２）第68号          平成22年 4月 1日
     （急性看補）第137号       平成28年 9月 1日
     （重）第98号              平成24年 3月 1日
     （医療安全２）第269号     平成28年 7月 1日
     （感染防止２）第45号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第75号          平成24年 4月 1日
     （後発使１）第6号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第137号       平成27年 4月 1日
     （退支）第18号            平成28年 7月 1日
     （認ケア）第90号          平成28年12月 1日
     （地包ケア１）第36号      平成28年 9月 1日
     （食）第298号             昭和62年12月13日
     （糖管）第93号            平成21年 5月 1日
     （がん指）第1207号        平成27年 7月 1日
     （薬）第54号              平成22年 4月 1日
     （支援病２）第13号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第1214号      平成21年 6月 1日
     （検Ⅰ）第13号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第570号         平成24年 4月 1日
     （菌）第93号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第21号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第236号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第185号           平成25年 6月 1日
     （ペ）第13号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第159号         平成27年 9月 1日
     （輸血Ⅱ）第22号          平成18年 4月 1日
     （輸適）第40号            平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第82号          平成11年 9月 1日
     （酸単）第38937号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1470100,210.4 国井医院 〒245-0067 （１７５）第270号         平成14年 4月 1日
     戸医210 横浜市戸塚区深谷町１６１０－８
     ０
     045-851-2600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471100,225.2 前島内科 〒244-0816
     戸医225 横浜市戸塚区上倉田町１５７７－
     ６８
     045-861-2415  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472100,237.7 萩原医院 〒244-0003 一般         9（１７５）第2545号        平成14年 5月 1日
     戸医237 横浜市戸塚区戸塚町４７９０－８
     045-871-1993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1473100,244.3 清田小児科医院 〒244-0003 （１７５）第276号         平成14年 4月 1日
     戸医244 横浜市戸塚区戸塚町１５０５－３
     045-861-3015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474100,259.1 杉本眼科医院 〒244-0003 （コン１）第524号         平成29年 4月 1日
     戸医259 横浜市戸塚区戸塚町１６－１西口
     共同ビル４Ｆ　Ｂ－４０１
     045-864-0247  (045-861-1311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475100,262.5 戸塚皮膚科クリニック〒244-0003
     戸医262 横浜市戸塚区戸塚町４１０５
     045-864-1260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476100,272.4 山田内科医院 〒244-0813 （外後発使）第40号        平成28年 4月 1日
     戸医272 横浜市戸塚区舞岡町２５６－１
     045-822-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477100,274.0 医療法人社団　明芳会〒244-0805 一般        36（療養入院）第319号       平成28年 8月 1日
     戸医274 　新戸塚病院 横浜市戸塚区川上町６９０－２ 療養       297（療養２）第44号          平成12年10月 1日
     045-822-4151  （栄養チ）第86号          平成28年 6月 1日
     （医療安全２）第195号     平成22年11月 1日
     （感染防止２）第46号      平成24年 4月 1日
     （総合評価）第128号       平成28年12月 1日
     （後発使１）第33号        平成28年 4月 1日
     （認ケア）第103号         平成29年 2月 1日
     （回１）第15号            平成26年10月 1日
     （特疾１）第19号          平成21年12月 1日
     （食）第302号             昭和54年 6月 1日
     （がん疼）第330号         平成28年 3月 1日
     （薬）第325号             平成23年 8月 1日
     （機安１）第171号         平成27年 6月 1日
     （検Ⅰ）第228号           平成23年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第867号         平成28年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第6号             平成24年 5月 1日
     （運Ⅰ）第27号            平成24年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第14号            平成24年 5月 1日
     （がんリハ）第69号        平成28年 2月 1日
     （集コ）第84号            平成29年 2月 1日
     （胃瘻造）第181号         平成29年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第109号         平成25年 3月 1日
     （輸適）第87号            平成25年 3月 1日
     （胃瘻造嚥）第116号       平成29年 6月 1日
     （酸単）第38938号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1478100,281.5 伊東医院 〒244-0002 一般         3（時間外２）第545号       平成22年 4月 1日
     戸医281 横浜市戸塚区矢部町１４番地 （診入院）第547号         平成22年 4月 1日
     881-0037      （在医総管）第855号       平成18年10月 1日
     （ＨＰＶ）第198号         平成22年 4月 1日
     （１７５）第2546号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第38939号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479100,284.9 ドリーム小児科 〒245-0066
     戸医284 横浜市戸塚区俣野町１４０４－８
     045-851-3661  (045-851-3661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480100,289.8 医療法人社団善仁会　〒244-0816 （時間外２）第798号       平成22年 7月 1日
     戸医289 戸塚新クリニック 横浜市戸塚区上倉田町４８９－１ （透析水２）第96号        平成24年 8月 1日
     柏桜ビル３Ｆ （肢梢）第168号           平成29年 1月 1日
     045-864-6947  (045-864-6948) （酸単）第38940号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481100,292.2 岩間医院 〒245-0067 （外後発使）第174号       平成28年 6月 1日
     戸医292 横浜市戸塚区深谷町８５７－６ （１７５）第286号         平成14年 4月 1日
     045-851-3300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482100,295.5 岡部内科医院 〒244-0813 （ニコ）第715号           平成29年 7月 1日
     戸医295 横浜市戸塚区舞岡町３３ （がん指）第855号         平成25年 4月 1日
     045-824-0358  （在医総管）第1338号      平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483100,298.9 小雀内科医院 〒244-0004 （ニコ）第70号            平成29年 6月 1日
     戸医298 横浜市戸塚区小雀町１１２３－２ （がん指）第511号         平成24年 5月 1日
     045-852-2353  （在医総管）第266号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第41号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第38941号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484100,299.7 小雀小児科医院 〒244-0004 （外後発使）第42号        平成28年 4月 1日
     戸医299 横浜市戸塚区小雀町１１２３－２ （酸単）第38942号         平成29年 4月 1日
     045-852-2354  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485100,304.5 木下眼科医院 〒244-0801 （コン１）第162号         平成29年 3月 1日
     戸医304 横浜市戸塚区品濃町５１５－１南
     の街４－１０４
     045-822-8500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486100,308.6 山手クリニック 〒244-0801
     戸医308 横浜市戸塚区品濃町５１５－１　
     南の街４号棟１０５号
     045-823-8105  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1487100,310.2 園田皮膚科 〒244-0801
     戸医310 横浜市戸塚区品濃町５１５－１　
     南の街４号棟１０７号
     045-824-0840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488100,319.3 東戸塚クリニック 〒244-0805
     戸医319 横浜市戸塚区川上町４１２－１
     822-1112      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489100,328.4 井上内科 〒245-0051
     戸医328 横浜市戸塚区名瀬町７６５－２９
     045-813-7195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490100,333.4 林外科医院 〒244-0804 一般         2（１７５）第288号         平成14年 4月 1日
     戸医333 横浜市戸塚区前田町５０１－５
     045-821-2727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491100,338.3 しなのメンタルクリニ〒244-0801
     戸医338 ック 横浜市戸塚区品濃町５４８－２
     045-821-2583  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492100,339.1 渡辺クリニック 〒245-0067 （外後発使）第175号       平成28年 6月 1日
     戸医339 横浜市戸塚区深谷町２１０
     045-851-3600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493100,340.9 藤野クリニック 〒244-0801 （ニコ）第63号            平成29年 7月 1日
     戸医340 横浜市戸塚区品濃町５４３－５ （がん指）第215号         平成23年 7月 1日
     045-821-1120  (045-821-1120) （在医総管）第1055号      平成20年 4月 1日
     （酸単）第38943号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494100,341.7 医療生協かながわ生活〒244-0003 （ニコ）第1167号          平成29年 7月 1日
     戸医341 協同組合　戸塚診療所横浜市戸塚区戸塚町３８８０－２ （支援診３）第1234号      平成29年 4月 1日
     045-864-3511  (045-864-3513) （在医総管）第269号       平成18年 4月 1日
     （在総）第869号           平成20年 9月 1日
     （酸単）第40460号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1495100,345.8 西横浜国際総合病院 〒245-0062 一般       188（一般入院）第1692号      平成28年10月 1日
     戸医345 横浜市戸塚区汲沢町５６ （診療録２）第67号        平成14年 8月 1日
     045-871-8855  (045-862-0673) （事補２）第71号          平成22年 4月 1日
     （急性看補）第15号        平成28年10月 1日
     （看夜配）第71号          平成28年10月 1日
     （医療安全１）第87号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第48号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第81号          平成24年 4月 1日
     （データ提）第53号        平成24年10月 1日
     （退支）第20号            平成28年 9月 1日
     （回１）第3号             平成27年 4月 1日
     （地包ケア１）第39号      平成27年 5月 1日
     （食）第475号             平成 2年12月 1日
     （がん疼）第237号         平成25年 6月 1日
     （ニコ）第1306号          平成29年 8月 1日
     （がん指）第457号         平成24年 6月 1日
     （薬）第106号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第18号          平成20年 4月 1日
     （支援病１）第7号         平成26年10月 1日
     （在緩診病）第1号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1520号      平成24年 4月 1日
     （在総）第1185号          平成25年 4月 1日
     （検Ⅰ）第14号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第144号           平成27年 7月 1日
     （神経）第132号           平成20年12月 1日
     （画１）第112号           平成26年 4月 1日
     （画２）第115号           平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第580号         平成26年 7月 1日
     （菌）第30号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第97号            平成29年 2月 1日
     （運Ⅰ）第31号            平成29年 2月 1日
     （呼Ⅰ）第230号           平成30年 2月 1日
     （透析水２）第87号        平成24年 7月 1日
     （肢梢）第73号            平成28年 5月 1日
     （脊刺）第54号            平成25年 7月 1日
     （ペ）第14号              平成10年 4月 1日
     （大）第7号               平成10年 4月 1日
     （腎）第47号              平成16年10月 1日
     （膀胱）第11号            平成22年 6月 1日
     （胃瘻造）第165号         平成28年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第7号           平成18年 4月 1日
     （輸適）第42号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第95号        平成27年 6月 1日
     （麻管Ⅰ）第106号         平成14年 8月 1日
     （酸単）第38944号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1496100,346.6 横浜いずみ学園診療所〒245-0062
     戸医346 横浜市戸塚区汲沢町９９１
     045-871-1511  (045-865-0653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497100,353.2 医療法人社団三ッ矢会〒245-0061 （時間外１）第38号        平成24年 4月 1日
     戸医353 　久保内科胃腸科医院横浜市戸塚区汲沢８－１１－２７ （ニコ）第23号            平成29年 7月 1日
     045-881-1810  （支援診３）第144号       平成29年 3月 1日
     （がん指）第856号         平成25年 4月 1日
     （在医総管）第272号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498100,354.0 マサカ内科小児科 〒244-0801
     戸医354 横浜市戸塚区品濃町５２３－３
     045-823-7866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499100,355.7 医療法人社団　岩村耳〒244-0801
     戸医355 鼻咽喉科医院 横浜市戸塚区品濃町５１５－１南
     の街４－１０６
     045-821-9533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500100,357.3 佐藤クリニック 〒244-0001 （がん指）第802号         平成24年 9月 1日
     戸医357 横浜市戸塚区鳥が丘３－２５
     045-864-2700  (045-864-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501100,358.1 紺野整形外科 〒244-0816 （時間外２）第647号       平成22年 4月 1日
     戸医358 横浜市戸塚区上倉田町８８４－１ （運Ⅱ）第673号           平成27年10月 1日
     045-862-2551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502100,365.6 医療法人社団　安藤眼〒244-0817 （コン１）第168号         平成29年 4月 1日
     戸医365 科クリニック 横浜市戸塚区吉田町１１２－２Ｓ
     ・Ａビル１Ｆ
     045-871-5516  (045-871-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503100,368.0 安楽整形外科 〒244-0801
     戸医368 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清
     光ビル２階
     045-825-5115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504100,374.8 医療法人社団福順会　〒244-0801 一般         3（時間外２）第978号       平成24年 4月 1日
     戸医374 福田ウイメンズクリニ横浜市戸塚区品濃町５５０－３木
     ック 村ビル２Ｆ
     045-825-5525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505100,375.5 山本内科タワーズ皮膚〒244-0801
     戸医375 科 横浜市戸塚区品濃町５３５－２中
     央街区Ｄ棟３０６号
     045-825-5871  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1506100,379.7 医療法人社団　藤島内〒244-0816
     戸医379 科 横浜市戸塚区上倉田町８８４－１
     045-862-2555  (045-862-2563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507100,380.5 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒244-0801 （高）第18号              平成 7年 6月 1日
     戸医380 横浜市戸塚区品濃町５３５－２中
     央街区Ｄ棟３０４
     045-823-4187  (045-823-4184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508100,384.7 十慈堂病院 〒244-0814 介護        77（がん指）第1060号        平成25年 8月 1日
     戸医384 横浜市戸塚区南舞岡１－２３－９ （神経）第31号            平成20年 4月 1日
     045-823-1010  （酸単）第40612号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509100,385.4 品濃町内科クリニック〒244-0801 （ニコ）第1307号          平成29年 8月 1日
     戸医385 横浜市戸塚区品濃町５１９上條ビ
     ル２階
     045-823-4156  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510100,391.2 ソフィア横浜クリニッ〒245-0065 一般        19（時間外１）第84号        平成24年 4月 1日
     戸医391 ク 横浜市戸塚区東俣野町９１１ （診入院）第533号         平成29年 4月 1日
     045-854-2234  (045-854-2262) （支援診３）第925号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第1507号      平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第445号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第38945号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511100,396.1 とつか西口クリニック〒244-0003 （在医総管）第882号       平成19年 4月 1日
     戸医396 横浜市戸塚区戸塚町４１１９
     045-865-6120  (045-865-6106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512100,399.5 淳仁会山口皮膚科 〒244-0003
     戸医399 横浜市戸塚区戸塚町３９１６－１
     ルミエール１０１
     045-861-6663  (045-861-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513100,404.3 医療法人社団　三穂会〒244-0002 一般         4（診入院）第526号         平成25年 9月 1日
     戸医404 　満尾医院　眼科・内横浜市戸塚区矢部町６４５－１１ （コン１）第169号         平成29年 3月 1日
     科 　１，２Ｆ （１７５）第96号          平成14年 4月 1日
     045-861-1675  (045-861-1675) （先１４０）第7号         平成22年 1月 1日
     （先－１９１）第2号       平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514100,407.6 さとう内科クリニック〒245-0063
     戸医407 横浜市戸塚区原宿４－１８－７
     045-853-1661  (045-853-1661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1515100,410.0 三宅医院 〒245-0061 （時間外１）第571号       平成29年 4月 1日
     戸医410 横浜市戸塚区汲沢１－１－１８ （支援診３）第1081号      平成29年 4月 1日
     045-861-2561  (045-861-2595) （在医総管）第1732号      平成26年 3月 1日
     （在総）第1259号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516100,412.6 まとば眼科 〒244-0816 （コン１）第170号         平成29年 3月 1日
     戸医412 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１
     プラージュ戸塚２Ｆ
     045-866-1888  (045-866-2511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517100,413.4 とつか眼科 〒244-0003 （短手１）第27号          平成22年 5月 1日
     戸医413 横浜市戸塚区戸塚町１６－５ＡＲ （コン１）第622号         平成29年 4月 1日
     Ｋビル３Ｆ
     045-861-6620  (045-866-3242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518100,416.7 風早内科クリニック 〒244-0805 （ニコ）第1054号          平成29年 7月 1日
     戸医416 横浜市戸塚区川上町１５１
     045-827-1221  (045-827-1991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519100,417.5 安藤形成外科皮フ科ク〒244-0817
     戸医417 リニック 横浜市戸塚区吉田町１１２－２Ｓ
     Ａビル２Ｆ
     045-871-6451  (045-871-6524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520100,418.3 医療法人社団　善仁会〒244-0805 （時間外２）第800号       平成22年 7月 1日
     戸医418 　東戸塚第一クリニッ横浜市戸塚区川上町８８－１ （糖管）第241号           平成27年10月 1日
     ク 045-827-1881  (045-827-1882) （透析水２）第214号       平成28年 1月 1日
     （肢梢）第148号           平成28年12月 1日
     （酸単）第38946号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521100,421.7 わかば医院 〒245-0067 一般         3
     戸医421 横浜市戸塚区深谷町５５－７１
     045-851-3232  (045-851-3632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522100,422.5 あいわ内科クリニック〒244-0003 （在医総管）第276号       平成18年 4月 1日
     戸医422 横浜市戸塚区戸塚町３００２－１
     045-881-7800  (045-881-8832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523100,425.8 にし眼科クリニック 〒244-0801 （コン１）第570号         平成29年 3月 1日
     戸医425 横浜市戸塚区品濃町５１７－１パ
     ークハウス南の街１Ｆ
     045-828-4107  (045-828-4107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524100,436.5 小林医院 〒244-0813 （外後発使）第216号       平成30年 3月 1日
     戸医436 横浜市戸塚区舞岡町８０９ （１７５）第297号         平成14年 4月 1日
     045-821-3551  (045-821-3551)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1525100,437.3 聖母の園クリニック 〒245-0063 （がん指）第1321号        平成28年12月 1日
     戸医437 横浜市戸塚区原宿４－３５－８ （在医総管）第278号       平成18年 4月 1日
     045-853-3117  (045-853-3117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526100,440.7 修行内科麻酔科クリニ〒244-0811
     戸医440 ック 横浜市戸塚区上柏尾町５００－７
     045-828-3575  (045-828-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527100,441.5 山路整形外科 〒244-0003 （時間外２）第930号       平成24年 4月 1日
     戸医441 横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１
     サクラス戸塚４０１
     045-871-3780  (045-871-3781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528100,446.4 なかよしクリニック 〒244-0801
     戸医446 横浜市戸塚区品濃町５４３－４Ｒ
     ＆Ｒビル２Ｆ－Ａ
     045-821-8600  (045-821-8623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529100,449.8 はっとり泌尿器科・皮〒244-0816 （がん指）第1096号        平成26年 1月 1日
     戸医449 ふ科 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１
     プラージュ戸塚２Ｆ
     045-862-5001  (045-862-5001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530100,450.6 東戸塚田園眼科クリニ〒244-0801 （コン１）第173号         平成28年 5月 1日
     戸医450 ック 横浜市戸塚区品濃町５１３－７
     045-820-3813  (045-820-3814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531100,451.4 東戸塚メンタルクリニ〒244-0801
     戸医451 ック 横浜市戸塚区品濃町５１４－１ニ
     ューシティ東戸塚南の街８号館１
     ０１
     045-828-1148  (045-828-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532100,453.0 小川クリニック 〒244-0813 一般        19（時間外１）第286号       平成24年 6月 1日
     戸医453 横浜市戸塚区舞岡町２９ （診入院）第574号         平成26年 4月 1日
     045-822-6650  (045-822-6261) （ハイ妊娠）第15号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第83号        平成28年 8月 1日
     （支援診３）第1410号      平成29年10月 1日
     （在医総管）第2137号      平成29年10月 1日
     （在総）第1515号          平成29年10月 1日
     （ＨＰＶ）第9号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第232号           平成24年 3月 1日
     （胎心エコ）第17号        平成22年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第159号         平成21年 1月 1日
     （酸単）第40321号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1533100,454.8 川上診療所 〒244-0805 （在医総管）第775号       平成18年 6月 1日
     戸医454 横浜市戸塚区川上町３５９
     045-822-5074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534100,455.5 医療法人社団スマイル〒244-0801 （時間外１）第136号       平成24年 4月 1日
     戸医455 　スマイルこどもクリ横浜市戸塚区品濃町５５６－８ （小夜２）第1号           平成18年 4月 1日
     ニック東戸塚院 045-820-6601  (045-820-6698) （夜）第4号               平成22年 4月 1日
     （小か診）第13号          平成28年 4月 1日
     （小検）第83号            平成26年 6月 1日
     （外後発使）第198号       平成28年 8月 1日
     （酸単）第38947号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535100,457.1 横浜丘の上病院 〒244-0802 精神       218（精神入院）第2082号      平成23年 9月 1日
     戸医457 横浜市戸塚区平戸１－２０－２８ （看配）第1190号          平成15年10月 1日
     045-822-0751  (045-822-0758) （看補）第1214号          平成30年 2月 1日
     （精救急受入）第30号      平成24年 4月 1日
     （精急医配）第12号        平成26年 8月 1日
     （精急１）第12号          平成26年 8月 1日
     （精療）第30号            平成26年 4月 1日
     （食）第41号              平成15年 5月 1日
     （薬）第207号             平成15年 5月 1日
     （精）第34号              平成15年 5月 1日
     （ショ小）第9号           平成18年 4月 1日
     （デ小）第28号            平成15年 5月 1日
     （医療保護）第4号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第38948号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536100,458.9 吉原整形外科 〒245-0062 （運Ⅱ）第64号            平成18年 4月 1日
     戸医458 横浜市戸塚区汲沢町４７１－３
     045-871-8488  (045-392-5591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537100,460.5 よしい内科クリニック〒245-0061 （時間外２）第972号       平成24年 4月 1日
     戸医460 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６ （地包加）第3号           平成26年 4月 1日
     踊場メディカルセンター２Ｆ （ニコ）第186号           平成29年 6月 1日
     045-861-2511  (045-861-2633) （支援診３）第512号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第883号       平成18年 4月 1日
     （在総）第501号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538100,462.1 あおき整形外科・リウ〒244-0003 （運Ⅱ）第368号           平成19年 3月 1日
     戸医462 マチ科 横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８
     土屋クリニックビル２Ｆ
     045-860-5055  (045-860-5056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1539100,467.0 医療法人財団明理会　〒244-0801 一般       292（一般入院）第1333号      平成28年 7月 1日
     戸医467 東戸塚記念病院 横浜市戸塚区品濃町５４８－７ （超急性期）第61号        平成24年 5月 1日
     045-825-2111  (045-824-7626) （診療録１）第26号        平成26年 4月 1日
     （事補１）第36号          平成29年 6月 1日
     （急性看補）第124号       平成30年 3月 1日
     （重）第195号             平成23年 5月 1日
     （栄養チ）第39号          平成23年 9月 1日
     （医療安全１）第138号     平成25年 6月 1日
     （感染防止１）第32号      平成27年 3月 1日
     （患サポ）第82号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第104号       平成25年 4月 1日
     （後発使１）第101号       平成30年 3月 1日
     （病棟薬１）第25号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第54号        平成24年10月 1日
     （退支）第21号            平成29年 9月 1日
     （認ケア）第20号          平成28年 7月 1日
     （精疾診）第24号          平成28年 5月 1日
     （食）第464号             平成16年 4月 1日
     （がん疼）第166号         平成24年 3月 1日
     （トリ）第26号            平成24年 4月 1日
     （がん指）第142号         平成22年11月 1日
     （排自）第12号            平成29年 9月 1日
     （肝炎）第17号            平成22年 4月 1日
     （薬）第107号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第19号          平成20年 4月 1日
     （在後病）第13号          平成26年 6月 1日
     （持血測）第44号          平成29年 5月 1日
     （検Ⅰ）第114号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第35号            平成23年10月 1日
     （神経）第198号           平成24年 5月 1日
     （Ｃ気鏡）第20号          平成25年 1月 1日
     （画１）第122号           平成28年 6月 1日
     （画２）第130号           平成28年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第581号         平成28年 9月 1日
     （冠動Ｃ）第85号          平成28年 9月 1日
     （抗悪処方）第11号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第126号         平成22年 7月 1日
     （菌）第132号             平成23年12月 1日
     （脳Ⅰ）第148号           平成24年10月 1日
     （運Ⅰ）第25号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第15号            平成18年 4月 1日
     （がんリハ）第70号        平成28年 2月 1日
     （医処休）第8号           平成26年 4月 1日
     （医処外）第8号           平成26年 4月 1日
     （医処深）第8号           平成26年 4月 1日
     （透析水１）第47号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第44号            平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （脳刺）第1号             平成16年 4月 1日
     （ペ）第15号              平成16年 4月 1日
     （大）第73号              平成16年 4月 1日
     （医手休）第8号           平成26年 4月 1日
     （医手外）第8号           平成26年 4月 1日
     （医手深）第8号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第59号          平成26年10月 1日
     （輸適）第43号            平成26年10月 1日
     （麻管Ⅰ）第119号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第38949号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540100,469.6 山川医院 〒244-0815 （がん指）第513号         平成24年 5月 1日
     戸医469 横浜市戸塚区下倉田町７３ （在医総管）第279号       平成18年 4月 1日
     045-881-2409  (045-881-7980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541100,471.2 クリニックいわたＳＯ〒244-0801
     戸医471 ＮＯ 横浜市戸塚区品濃町５１０－４ま
     んへい東戸塚ビル２階Ｂ
     045-824-8823  (045-824-8823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542100,472.0 若杉診療所 〒244-0003 （支援診３）第1087号      平成28年 4月 1日
     戸医472 横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤 （がん指）第1110号        平成26年 2月 1日
     ビル４Ｆ （在医総管）第1740号      平成26年 2月 1日
     045-869-5261  (045-869-5262) （在総）第1269号          平成26年 2月 1日
     （酸単）第38950号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543100,473.8 おかもと内科皮膚科ク〒244-0805 （ニコ）第24号            平成29年 6月 1日
     戸医473 リニック 横浜市戸塚区川上町８４－１ケア （支援診３）第148号       平成29年 3月 1日
     ハウス・ゆうあい４階Ｂ号室 （在医総管）第282号       平成18年 4月 1日
     045-822-3333  (045-822-1050) （在総）第475号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第40579号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544100,474.6 医療法人社団三穂会　〒244-0002 （がん指）第1095号        平成26年 1月 1日
     戸医474 坂西医院　泌尿器科 横浜市戸塚区矢部町６４５－１０ （外後発使）第43号        平成28年 4月 1日
     045-862-5677  (045-861-1675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545100,476.1 ふじばし内科 〒245-0051 （ニコ）第378号           平成29年 6月 1日
     戸医476 横浜市戸塚区名瀬町３６－４ （がん指）第1149号        平成26年 9月 1日
     045-813-6161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546100,478.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 （コン１）第556号         平成29年 4月 1日
     戸医478 戸塚共立第１病院附属横浜市戸塚区戸塚町１１６－３ （Ｃ・Ｍ）第442号         平成24年 4月 1日
     さくらクリニック 045-864-2065  (045-864-2125) （酸単）第38951号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1547100,480.3 さとう耳鼻咽喉科クリ〒245-0061
     戸医480 ニック 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６
     踊場メディカルセンター３Ｆ
     045-869-3387  (045-869-3314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548100,481.1 ふじわらクリニック 〒245-0062 （支援診３）第149号       平成29年 4月 1日
     戸医481 横浜市戸塚区汲沢町１６３平林ビ （在診実１）第47号        平成26年 4月 1日
     ル１Ｆ （在医総管）第283号       平成18年 4月 1日
     045-871-2905  (045-871-2895) （在総）第476号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549100,482.9 よつばクリニック 〒245-0063
     戸医482 横浜市戸塚区原宿４－１４－１５
     　１Ｆ
     045-854-0129  (045-852-6371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550100,486.0 おたに耳鼻咽喉科 〒245-0063 （高）第158号             平成18年 3月 1日
     戸医486 横浜市戸塚区原宿４－１５－７　 （補聴）第35号            平成20年 4月 1日
     ２Ｆ
     045-852-7087  (045-852-7087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551100,488.6 青﨑クリニック 〒245-0063
     戸医488 横浜市戸塚区原宿４－１４－１２
     045-852-6636  (045-853-3383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552100,489.4 森クリニック 〒245-0067 （ニコ）第805号           平成29年 7月 1日
     戸医489 横浜市戸塚区深谷町２１９－１ （支援診３）第894号       平成28年 4月 1日
     045-858-5058  (045-858-5057) （がん指）第512号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1459号      平成23年 8月 1日
     （在総）第1061号          平成23年 8月 1日
     （外後発使）第44号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553100,491.0 戸塚ヒロ眼科 〒245-0061 （時間外２）第970号       平成24年 4月 1日
     戸医491 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６ （コン１）第445号         平成28年 4月 1日
     踊場メディカルセンター３Ｆ
     045-869-1311  (045-869-1312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554100,492.8 しばた医院 〒244-0003 （ニコ）第802号           平成29年 7月 1日
     戸医492 横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８ （がん指）第1167号        平成26年 9月 1日
     土屋クリニックビル１Ｆ
     045-865-6666  (045-865-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555100,494.4 医療法人社団　友泉会〒245-0061
     戸医494 　小泉小児クリニック横浜市戸塚区汲沢８－５－５　１
     Ｆ
     045-871-5566  (045-871-1003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1556100,495.1 聖ローザクリニックタ〒244-0801 （ＨＰＶ）第10号          平成22年 4月 1日
     戸医495 ワーズ 横浜市戸塚区品濃町５３５－２ニ （酸単）第38952号         平成29年 4月 1日
     ューシティー東戸塚　タワーズシ
     ティ１Ｓｔ　３０７号室
     045-828-6034  (045-828-6035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557100,496.9 坂口耳鼻咽喉科気管食〒245-0051 （高）第116号             平成18年 8月 1日
     戸医496 道科クリニック 横浜市戸塚区名瀬町３６－４ＫＭ
     プラザ２Ｆ
     045-814-8733  (045-814-8733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558100,497.7 オーロラモール眼科ク〒244-0801 （コン１）第649号         平成28年 4月 1日
     戸医497 リニック 横浜市戸塚区品濃町５３７－１　
     オーロラモール東戸塚２階
     045-827-0534  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559100,498.5 モディ・アイクリニッ〒244-0003 （コン３）第36号          平成29年 4月 1日
     戸医498 ク 横浜市戸塚区戸塚町１０　戸塚モ
     ディ３Ｆ
     045-330-7513  (045-330-7513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560100,499.3 開花館クリニック 〒244-0003 （時間外１）第367号       平成25年 8月 1日
     戸医499 横浜市戸塚区戸塚町１６－９カン （地包加）第286号         平成28年 4月 1日
     パニュラＢＬＤ．４Ｆ （ニコ）第997号           平成29年 7月 1日
     045-871-6622  (045-871-6694) （デ大）第75号            平成25年 8月 1日
     （ナ）第19号              平成27年 9月 1日
     （デナ）第32号            平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561100,500.8 ますこクリニック 〒244-0801 （がん指）第1094号        平成26年 1月 1日
     戸医500 横浜市戸塚区品濃町５１３－５ （在医総管）第280号       平成19年 4月 1日
     045-829-4976  (045-829-4977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562100,501.6 司命堂医院 〒244-0003 （ニコ）第132号           平成29年 6月 1日
     戸医501 横浜市戸塚区戸塚町４０９０ （酸単）第38953号         平成29年 4月 1日
     045-881-0114  (045-881-0402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1563100,502.4 ふれあい東戸塚ホスピ〒244-0806 療養        53（障害入院）第1268号      平成25年10月 1日
     (103,013.9) タル 横浜市戸塚区上品濃１６－８ 一般        97（診療録２）第227号       平成28年 1月 1日
     戸医502 045-827-2637  (045-827-2647) （特施）第96号            平成24年 6月 1日
     （療）第100号             平成24年 2月 1日
     （療養１）第50号          平成19年 6月 1日
     （感染防止２）第148号     平成28年 4月 1日
     （後発使３）第10号        平成28年 7月 1日
     （データ提）第157号       平成28年 6月 1日
     （退支）第22号            平成24年 4月 1日
     （認ケア）第98号          平成29年 1月 1日
     （回１）第32号            平成29年 8月 1日
     （食）第618号             平成19年 4月18日
     （ニコ）第894号           平成29年 7月 1日
     （薬）第281号             平成19年 6月 1日
     （機安１）第20号          平成20年 4月 1日
     （医管）第2002号          平成28年12月 1日
     （支援病３）第19号        平成24年 2月 1日
     （在医総管）第1427号      平成23年 6月 1日
     （検Ⅱ）第22号            平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第86号            平成27年 4月 1日
     （運Ⅰ）第127号           平成27年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第115号           平成29年 2月 1日
     （透析水２）第99号        平成24年 8月 1日
     （肢梢）第74号            平成28年 5月 1日
     （胃瘻造）第49号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第35号        平成26年 4月 1日
     （補管）第7540号          平成28年12月 1日
     （酸単）第38954号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564100,503.2 アリスクリニック 〒244-0801 （ニコ）第489号           平成29年 7月 1日
     戸医503 横浜市戸塚区品濃町５３８－１　 （がん指）第216号         平成23年 8月 1日
     東戸塚中央ビル５階５０２号室 （在医総管）第648号       平成20年 1月15日
     045-827-1212  (045-827-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565100,504.0 ミズタ整形外科 〒244-0805
     戸医504 横浜市戸塚区川上町８４－１ケア
     ハウスゆうあい４Ｆ－Ａ
     045-827-1177  (045-827-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566100,505.7 ブルックスレディース〒244-0003 （ＨＰＶ）第390号         平成27年 3月 1日
     戸医505 クリニック 横浜市戸塚区戸塚町８　ラピス２
     　２Ｆ　２０７
     045-862-4510  (045-862-4510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567100,507.3 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 （酸単）第38955号         平成29年 4月 1日
     戸医507 戸塚共立メディカルサ横浜市戸塚区戸塚町３９７０－５
     テライトクリニック 045-869-4600  (045-869-4602)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1568100,511.5 相沢医院 〒244-0817
     戸医511 横浜市戸塚区吉田町６５１
     045-881-0375  (045-865-0306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569100,512.3 ゆめはまクリニック 〒244-0813 （ニコ）第361号           平成29年 7月 1日
     戸医512 横浜市戸塚区舞岡町３４０６ （在医総管）第1177号      平成21年 2月 1日
     045-828-2007  (045-828-2006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570100,514.9 東戸塚こども発達クリ〒244-0805
     戸医514 ニック 横浜市戸塚区川上町８８－１８　
     第８笠原ビル２階
     045-828-2800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571100,516.4 とつか整形外科皮フ科〒244-0817
     戸医516 横浜市戸塚区吉田町９４４－５Ｋ
     ＡＷＡＲＡ２Ｆ
     045-869-1215  (045-869-1218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572100,517.2 鳥が丘クリニック 〒244-0001 （在医総管）第1240号      平成21年 9月 1日
     戸医517 横浜市戸塚区鳥が丘３８－１８ （神経）第125号           平成20年 9月 1日
     045-869-6640  (045-869-6877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573100,518.0 内科小児科むかひら医〒245-0061 （時間外２）第331号       平成22年 4月 1日
     戸医518 院 横浜市戸塚区汲沢１－３９－２４ （地包加）第214号         平成29年 7月 1日
     045-861-4160  (045-861-4158) （喘管）第40号            平成20年 9月24日
     （小か診）第14号          平成28年 4月 1日
     （ニコ）第586号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第436号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第857号         平成25年 4月 1日
     （在医総管）第732号       平成20年 9月24日
     （外後発使）第45号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第42010号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574100,519.8 下倉田ハートクリニッ〒244-0815 （ニコ）第638号           平成29年 7月 1日
     戸医519 ク 横浜市戸塚区下倉田町９４５－１ （支援診３）第697号       平成29年 4月 1日
     　１Ｆ・２Ｆ （在医総管）第1162号      平成20年12月 1日
     045-869-0381  (045-869-0382) （在総）第885号           平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575100,520.6 なぎクリニック 〒244-0805
     戸医520 横浜市戸塚区川上町８８－１東横
     ビル東戸塚３ＦーＤ
     045-827-3672  (045-827-3562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1576100,521.4 おおくぼ総合内科クリ〒244-0805 （ニコ）第484号           平成29年 4月 1日
     戸医521 ニック 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ （支援診３）第746号       平成29年 4月 1日
     ラ東戸塚　３Ｆ （在医総管）第1233号      平成21年 8月 1日
     045-383-9805  (045-383-9806) （在総）第931号           平成21年 8月 1日
     （酸単）第38956号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577100,523.0 片桐眼科クリニック 〒244-0805 （コン１）第515号         平成29年 4月 1日
     戸医523 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ
     ラ東戸塚３Ｆ
     045-392-5263  (045-392-5273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578100,524.8 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 （高）第206号             平成21年12月 1日
     戸医524 戸塚共立おとキッズク横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１ （酸単）第38957号         平成29年 4月 1日
     リニック サクラス戸塚ビル５０１
     045-869-1500  (045-865-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579100,525.5 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003
     戸医525 戸塚共立第１病院附属横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１
     サクラス乳腺クリニッサクラス戸塚ビル６０１
     ク 045-869-6888  (045-881-8814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580100,526.3 うえの小児科クリニッ〒244-0817
     戸医526 ク 横浜市戸塚区吉田町９４４－５　
     ＫＡＷＡＲＡ１０２
     045-869-0311  (045-869-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581100,527.1 なかつじ医院 〒245-0063
     戸医527 横浜市戸塚区原宿５－３３－６ド
     エル原宿Ⅱ　１Ｆ
     045-392-6768  (045-392-6769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582100,529.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 （糖管）第187号           平成25年 4月 1日
     戸医529 戸塚共立ステーション横浜市戸塚区戸塚町１６－１戸塚 （機安１）第146号         平成22年10月 1日
     クリニック 西口共同ビルＡ５０５ （透析水２）第11号        平成24年 4月 1日
     045-869-1557  (045-862-3838) （肢梢）第10号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第38958号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583100,531.3 ながのクリニック 〒244-0816 （ニコ）第816号           平成29年 7月 1日
     戸医531 横浜市戸塚区上倉田町４８１－１ （がん指）第853号         平成25年 4月 1日
     　八恍ビル１Ｆ （酸単）第38959号         平成29年 4月 1日
     045-392-8612  (045-392-8613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584100,532.1 翠戸塚クリニック 〒244-0003
     戸医532 横浜市戸塚区戸塚町４１１１
     045-392-8416  (045-392-8419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1585100,534.7 とつか西口整形外科 〒244-0003 （時間外２）第857号       平成23年 4月 1日
     戸医534 横浜市戸塚区戸塚町６００５番地 （運Ⅰ）第268号           平成28年 6月 1日
     ３アスクレピオス戸塚２Ｆ
     045-869-3100  (045-869-2338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586100,538.8 戸塚こどもクリニック〒244-0003 （酸単）第38960号         平成29年 4月 1日
     戸医538 横浜市戸塚区戸塚町１８３－２３
     　１８３ビル１Ｆ
     045-869-3715  (045-869-3716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587100,540.4 和田医院 〒245-0052 （支援診３）第1267号      平成28年 4月 1日
     戸医540 横浜市戸塚区秋葉町１３１－３ （がん指）第195号         平成23年 4月 1日
     045-811-1116  (045-813-6355) （在医総管）第1416号      平成23年 4月 1日
     （酸単）第38961号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588100,541.2 内田医院Ｙこどもクリ〒244-0003 （小検）第63号            平成23年 4月 1日
     戸医541 ニック 横浜市戸塚区戸塚町８　ラピス戸
     塚２　１Ｆ
     045-520-8716  (045-881-2027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589100,542.0 聖マリアクリニック本〒244-0801 一般        19（時間外１）第493号       平成27年 9月 1日
     戸医542 院 横浜市戸塚区品濃町５０９－３ （診入院）第662号         平成27年 9月 1日
     045-820-6303  （ハイ妊娠）第118号       平成27年 9月 1日
     （短手１）第46号          平成27年 9月 1日
     （ＨＰＶ）第301号         平成23年 6月 1日
     （輸血Ｉ）第60号          平成28年 2月 1日
     （輸適）第112号           平成28年 2月 1日
     （麻管Ⅰ）第184号         平成23年 6月 1日
     （酸単）第40407号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590100,543.8 髙橋整形外科クリニッ〒244-0801 （時間外２）第872号       平成23年 6月 1日
     戸医543 ク 横浜市戸塚区品濃町５３５－２　 （在医総管）第1428号      平成23年 6月 1日
     ニューシティ東戸塚タワーズシテ （Ｃ・Ｍ）第878号         平成28年 7月 1日
     ィ１ｓｔ２０４
     045-828-0255  (045-828-0256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591100,545.3 イシイクリニック 〒244-0003 （がん指）第1336号        平成29年 3月 1日
     戸医545 横浜市戸塚区戸塚町４１３３石井 （在医総管）第1480号      平成24年 1月 1日
     ビル　２Ｆ
     045-861-3333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592100,546.1 戸塚小林皮ふ科 〒244-0816
     戸医546 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１
     １第５吉本ビル３Ｆ
     045-869-0828  (045-869-0829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1593100,549.5 戸塚いとう内科クリニ〒244-0817 （ニコ）第991号           平成29年 6月 1日
     戸医549 ック 横浜市戸塚区吉田町９３０－１ （酸単）第40507号         平成29年 4月 1日
     045-869-3123  (045-869-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594100,550.3 井上眼科 〒244-0812 （ロー検）第16号          平成25年 6月 1日
     戸医550 横浜市戸塚区柏尾町１０１６－２ （コン１）第588号         平成29年 4月 1日
     　１Ｆ
     045-822-2520  (045-443-6686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595100,551.1 堀口クリニック 〒244-0816 （がん疼）第234号         平成25年 4月 1日
     戸医551 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１ （ニコ）第965号           平成29年 7月 1日
     １　第五吉本ビル１Ｆ （がん指）第931号         平成25年 5月 1日
     045-869-6464  (045-869-6465)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596100,552.9 いえまさ脳神経外科ク〒244-0003 （神経）第214号           平成25年 4月 1日
     戸医552 リニック 横浜市戸塚区戸塚町６００５－３ （Ｃ・Ｍ）第752号         平成27年 4月 1日
     アスクレピオス戸塚２Ｆ
     045-869-0881  (045-869-0882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597100,553.7 聖マリアクリニック戸〒244-0003 （ＨＰＶ）第344号         平成25年 7月 1日
     戸医553 塚 横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤 （酸単）第38962号         平成29年 4月 1日
     ビル３Ｆ
     045-860-0321  (045-860-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598100,554.5 東戸塚ホームケアクリ〒244-0805 （時間外１）第364号       平成25年 6月 1日
     戸医554 ニック 横浜市戸塚区川上町１７７－１セ （支援診３）第1042号      平成28年12月 1日
     ピアコート東戸塚１Ｄ （在診実１）第40号        平成26年 4月 1日
     045-392-3345  (045-827-3238) （在医総管）第1675号      平成25年 6月 1日
     （在総）第1213号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599101,000.8 横浜メンタルクリニッ〒244-0816
     戸医1000 ク戸塚 横浜市戸塚区上倉田町４９４－８
     ＣＲＯＳＳ　ＲＯＡＤⅡ５Ｆ
     045-869-0707  (045-869-0706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1600101,001.6 平成横浜病院 〒244-0003 一般       120（病初診）第61号          平成25年12月 1日
     (103,000.6) 横浜市戸塚区戸塚町５５０ （外来環）第509号         平成25年12月 1日
     戸医1001 045-860-1777  (045-860-1745) （歯特連）第43号          平成25年12月 1日
     （一般入院）第1801号      平成29年 8月 1日
     （診療録２）第194号       平成25年12月 1日
     （事補１）第61号          平成28年 4月 1日
     （患サポ）第223号         平成29年10月 1日
     （総合評価）第136号       平成29年 9月 1日
     （後発使１）第86号        平成29年 7月 1日
     （病棟薬１）第64号        平成25年12月 1日
     （データ提）第110号       平成27年 1月 1日
     （退支）第195号           平成29年 1月 1日
     （認ケア）第11号          平成28年 6月 1日
     （地歯入院）第19号        平成25年12月 1日
     （回１）第34号            平成30年 3月 1日
     （地包ケア１）第2号       平成29年 9月 1日
     （食）第687号             平成25年12月 1日
     （喘管）第81号            平成28年 6月 1日
     （排自）第1号             平成28年 6月 1日
     （肝炎）第117号           平成25年12月 1日
     （薬）第351号             平成25年12月 1日
     （医管）第1598号          平成25年12月 1日
     （支援病３）第35号        平成26年 3月 1日
     （在医総管）第1738号      平成26年 3月 1日
     （在総）第1267号          平成26年 3月 1日
     （検Ⅰ）第246号           平成25年12月 1日
     （神経）第222号           平成25年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第786号         平成25年12月 1日
     （外化２）第73号          平成25年12月 1日
     （脳Ⅰ）第160号           平成26年 2月 1日
     （運Ⅰ）第200号           平成26年 1月 1日
     （呼Ⅰ）第187号           平成26年 1月 1日
     （がんリハ）第78号        平成28年 6月 1日
     （集コ）第82号            平成26年 2月 1日
     （歯リハ２）第30号        平成26年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第252号       平成26年 4月 1日
     （早大腸）第65号          平成27年12月 1日
     （胃瘻造）第54号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第39号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第388号         平成25年12月 1日
     （人工歯根）第20号        平成25年12月 1日
     （麻管Ⅰ）第212号         平成26年 6月 1日
     （補管）第6906号          平成25年12月 1日
     （酸単）第38963号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1601101,003.2 戸塚西口りんどうクリ〒244-0003
     戸医101 ニック 横浜市戸塚区戸塚町１０８－３金
     子ビル２Ｆ
     045-862-3600  (045-862-3683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602101,004.0 横浜メンタルクリニッ〒244-0003
     戸医1004 ク・ラピス 横浜市戸塚区戸塚町８ラピス戸塚
     ２－２Ｆ
     045-869-0703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603101,005.7 海のこどもクリニック〒244-0805 （酸単）第38965号         平成29年 4月 1日
     戸医1005 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ
     ラ東戸塚３Ｆ
     045-390-0841  (045-390-0848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604101,006.5 医療法人則愛会　戸塚〒244-0003 （ニコ）第1040号          平成29年 6月 1日
     戸医1006 内科医院 横浜市戸塚区戸塚町１５７フタバ
     ビル１Ｆ
     045-862-5800  (045-862-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605101,007.3 戸塚駅前鈴木眼科 〒244-0003 （時間外２）第1174号      平成26年 5月 1日
     戸医1007 横浜市戸塚区戸塚町１６－１トツ （コン１）第609号         平成28年 4月 1日
     カーナ５Ｆ （先１４０）第31号        平成26年 5月 1日
     045-860-7888  (045-860-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606101,008.1 汲沢中央診療所 〒245-0061 （外後発使）第158号       平成28年 5月 1日
     戸医1008 横浜市戸塚区汲沢８－２９－１６
     045-881-5572  (045-881-1499)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607101,010.7 戸塚クリニック 〒244-0002 （がん指）第1172号        平成26年11月 1日
     戸医1010 横浜市戸塚区矢部町６４９
     045-864-2110  (045-864-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608101,011.5 横浜南まほろば診療所〒244-0815 （時間外１）第453号       平成26年11月 1日
     戸医1011 横浜市戸塚区下倉田町１８８３サ （がん疼）第286号         平成26年11月 1日
     ミット戸塚下倉田店２Ｆ （支援診２）第399号       平成29年 8月 1日
     045-866-1551  (045-345-4399) （在医総管）第1831号      平成26年11月 1日
     （在総）第1321号          平成26年11月 1日
     （外後発使）第176号       平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609101,012.3 東戸塚脳神経外科クリ〒244-0801 （地連計）第41号          平成29年 4月 1日
     戸医1012 ニック 横浜市戸塚区品濃町５４８－２東 （Ｃ・Ｍ）第828号         平成27年 1月 1日
     戸塚ＮＳビル１Ｆ
     045-829-0330  (045-829-0340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1610101,013.1 横浜痛みのクリニック〒244-0816 （酸単）第38966号         平成29年 4月 1日
     戸医1013 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１
     １第五吉本ビル２Ｆ
     045-443-8013  (045-443-8014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611101,014.9 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 （酸単）第38967号         平成29年 4月 1日
     戸医1014 戸塚共立あさひクリニ横浜市戸塚区戸塚町１１６－１５
     ック Ｃ．Ｉ．スクエア２０１
     045-864-2565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612101,015.6 久保外科医院 〒244-0003
     戸医1015 横浜市戸塚区戸塚町２８３３－５
     ８
     045-861-2231  (045-861-2231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613101,017.2 東戸塚メディカルクリ〒244-0801 （がん疼）第303号         平成27年 5月 1日
     戸医1017 ニック 横浜市戸塚区品濃町５３９－１ス （ニコ）第1142号          平成29年 7月 1日
     カイビルディング６Ｆ （支援診３）第1209号      平成29年 3月 1日
     045-435-9604  (045-435-9605) （がん指）第1199号        平成27年 6月 1日
     （在医総管）第1876号      平成27年 5月 1日
     （在総）第1357号          平成27年 5月 1日
     （酸単）第38968号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614101,018.0 半田医院 〒244-0802 （時間外２）第1237号      平成27年 4月 1日
     戸医1018 横浜市戸塚区平戸２－３０－８－ （がん疼）第304号         平成27年 4月 1日
     １Ｆ
     045-821-1235  (045-821-0587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615101,019.8 ひかり在宅クリニック〒244-0003 （時間外１）第481号       平成27年 5月 1日
     戸医1019 横浜市戸塚区戸塚町４１１１吉原 （支援診２）第393号       平成29年 6月 1日
     ビル３Ｆ （在緩診実）第65号        平成29年 6月 1日
     045-435-5239  (045-435-5239) （在医総管）第1890号      平成27年 5月 1日
     （在総）第1363号          平成27年 5月 1日
     （在訪褥）第12号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616101,020.6 大滝大腸肛門クリニッ〒244-0003 一般         3（時間外２）第1243号      平成27年 6月 1日
     戸医1020 ク 横浜市戸塚区戸塚町４７１１－１ （診入院）第691号         平成27年 6月 1日
     オセアン矢沢ビル１Ｆ
     045-881-3811  (045-881-3819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617101,021.4 聖ローザクリニック乳〒244-0801
     戸医1021 腺外科 横浜市戸塚区品濃町５３５－２ニ
     ューシティ東戸塚タワーズシティ
     １Ｓｔ３０９
     045-392-3935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1618101,022.2 あおのウイメンズクリ〒244-0003 一般 （時間外１）第538号       平成28年 5月 1日
     戸医1022 ニック 横浜市戸塚区戸塚町３９７０－４　　一般    12（診入院）第700号         平成28年 7月 1日
     　第三富士開発ビル１・２Ｆ （ＨＰＶ）第408号         平成28年 1月 1日
     045-862-4103  (045-862-4104) （酸単）第38969号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619101,023.0 戸塚駅前スキンコスメ〒244-0003
     戸医1023 クリニック 横浜市戸塚区戸塚町１６－６中村
     ビル４Ｆ
     045-881-4112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620101,024.8 ゆかチルドレンズクリ〒244-0801 （酸単）第38970号         平成29年 4月 1日
     戸医1024 ニック 横浜市戸塚区品濃町５３５－２　
     タワーズシティーファースト３０
     ２
     045-826-2225  (045-826-2226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621101,025.5 戸塚休日急患診療所 〒244-0003 （小夜１）第60号          平成28年 4月 1日
     戸医1025 横浜市戸塚区戸塚町４１４１－１
     　
     045-861-3335  (045-861-3337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622101,028.9 戸塚西口さとう内科 〒244-0003 （ニコ）第1220号          平成29年 6月 1日
     戸医1028 横浜市戸塚区戸塚町６００５－３ （支援診３）第1302号      平成28年 5月 1日
     　アスクレピオス戸塚３Ｆ （在診実１）第175号       平成28年 5月 1日
     045-869-5885  (045-869-5886) （在医総管）第2013号      平成28年 5月 1日
     （在総）第1433号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623101,029.7 平野内科クリニック 〒244-0816 （ニコ）第1239号          平成29年 7月 1日
     戸医1029 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１ （Ｃ・Ｍ）第875号         平成28年 6月 1日
     　プラージュ戸塚１Ｆ
     045-865-1115  (045-865-1125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624101,030.5 戸塚はなむら耳鼻咽喉〒244-0816
     戸医1030 科 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１
     １　第五吉本ビル５Ｆ
     045-869-1987  (045-869-1933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625101,032.1 ふくむら整形外科 〒244-0815 （在医総管）第2048号      平成28年11月 1日
     戸医1032 横浜市戸塚区下倉田町１８６９－ （運Ⅱ）第760号           平成30年 1月 1日
     １　横浜戸塚メディカルビル３Ｆ
     ２号室
     045-881-2929  (045-881-2930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626101,033.9 菅野内科クリニック 〒244-0802 （支援診３）第1335号      平成28年11月 1日
     戸医1033 横浜市戸塚区平戸５－１－８　い （在医総管）第2057号      平成28年11月 1日
     ずみプラザ東戸塚２Ｆ （在総）第1455号          平成28年11月 1日
     045-390-0776  (045-390-0768)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1627101,034.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 一般        19（時間外１）第572号       平成29年 4月 1日
     戸医1034 戸塚共立レディースク横浜市戸塚区戸塚町１５７－３　 （診入院）第709号         平成29年 6月 1日
     リニック ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ横浜　１ （医療安全２）第278号     平成29年 5月 1日
     ・２Ｆ （感染防止２）第159号     平成29年 4月 1日
     045-285-1103  （ハイ妊娠）第129号       平成29年 5月 1日
     （食）第708号             平成29年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第434号         平成29年 4月 1日
     （検Ⅱ）第155号           平成29年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第136号         平成29年10月 1日
     （酸単）第38971号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628101,035.4 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 （機安１）第181号         平成29年 4月 1日
     戸医1035 戸塚共立透析クリニッ横浜市戸塚区戸塚町１５７－３　 （透析水２）第237号       平成29年 7月 1日
     ク ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ横浜　３ （肢梢）第182号           平成29年 5月 1日
     Ｆ （酸単）第38972号         平成29年 4月 1日
     045-869-4737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629101,036.2 医療法人社団平郁会　〒244-0816 （時間外１）第581号       平成29年 6月 1日
     戸医1036 みんなの戸塚クリニッ横浜市戸塚区上倉田町５０７－３ （支援診２）第400号       平成29年 8月 1日
     ク 　吉倉橋ビル４０１ （在緩診実）第79号        平成30年 2月 1日
     045-435-9928  (045-435-9929) （在医総管）第2107号      平成29年 6月 1日
     （在総）第1494号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630101,037.0 東戸塚こもれびキッズ〒244-0801
     戸医1037 クリニック 横浜市戸塚区品濃町５１３－７　
     清光ビル３Ｆ
     045-826-3555  (045-826-3551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631101,038.8 踊場さかいだクリニッ〒245-0061 （運Ⅱ）第743号           平成29年 6月 1日
     戸医1038 ク 横浜市戸塚区汲沢８－２－１　プ
     レシャースＢ１Ｆ
     045-865-3365  (045-865-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632101,039.6 横須賀ハートクリニッ〒245-0063 （がん指）第1371号        平成29年 8月 1日
     戸医1039 ク 横浜市戸塚区原宿４－１４－１０
     045-853-0227  (045-853-0227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633101,040.4 東戸塚はまゆめ内科 〒244-0801 （ニコ）第1326号          平成29年11月 1日
     戸医1040 横浜市戸塚区品濃町５４８－２　
     東戸塚ＮＳビル２Ｆ
     045-823-5515  (045-823-5516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634101,041.2 いしずえ整形外科 〒244-0003 （Ｃ・Ｍ）第938号         平成29年11月 1日
     戸医1041 横浜市戸塚区戸塚町　９９　ポル （運Ⅱ）第757号           平成30年 1月 1日
     テさくら２Ｆ
     045-881-1188  (045-881-5588)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1635101,042.0 ファミリア在宅クリニ〒244-0002 （時間外１）第601号       平成30年 1月 1日
     戸医1042 ック 横浜市戸塚区矢部町２９　カイビ （がん疼）第414号         平成30年 1月 1日
     ル６Ｆ （支援診２）第422号       平成30年 1月 1日
     045-870-3686  (045-870-3685) （在緩診実）第80号        平成30年 1月 1日
     （在医総管）第2160号      平成30年 1月 1日
     （在総）第1536号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636101,043.8 くれ医院 〒244-0801
     戸医1043 横浜市戸塚区品濃町５１３－７　
     清光ビル２Ｆ
     045-826-0020  (045-825-0210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637110,002.3 斉藤内科医院 〒240-0112 （１７５）第300号         平成14年 4月 1日
     三浦医2 三浦郡葉山町堀内１８１０
     0468-75-0505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638110,031.2 岩﨑クリニック 〒240-0112 （時間外２）第548号       平成22年 4月 1日
     三浦医31 三浦郡葉山町堀内８２５－３ （在医総管）第291号       平成18年 4月 1日
     0468-75-0036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639110,032.0 神奈川みなみ医療生活〒240-0115 （在医総管）第292号       平成18年 4月 1日
     三浦医32 協同組合　葉山クリニ三浦郡葉山町上山口３１８２
     ック 046-878-8200  (046-878-8661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640110,034.6 山形医院 〒240-0113
     三浦医34 三浦郡葉山町長柄１６４２－１９
     ５
     0468-75-8515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641110,036.1 湘南国際村クリニック〒240-0015 （がん疼）第249号         平成25年 9月 1日
     三浦医36 三浦郡葉山町上山口字間門１５６ （支援診３）第493号       平成28年10月 1日
     ０－４９ （在診実１）第86号        平成26年 4月 1日
     046-857-7727  (046-857-7727) （在医総管）第856号       平成18年10月 1日
     （在総）第724号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642110,038.7 医療法人社団　竹田医〒240-0112 （時間外２）第1053号      平成24年 4月 1日
     三浦医38 院 三浦郡葉山町堀内１４２６－４ （地包加）第155号         平成29年 4月 1日
     0468-76-1939  (0468-76-1939) （支援診３）第152号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第293号       平成18年 4月 1日
     （在総）第480号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643110,042.9 すこやか子どもクリニ〒240-0112
     三浦医42 ック 三浦郡葉山町堀内１８０８
     046-875-8133  (046-875-8739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1644110,043.7 鈴木メンタルクリニッ〒240-0111
     三浦医43 ク 三浦郡葉山町一色３７０稲子ビル
     ２Ｆ
     046-877-5656  (046-876-3238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645110,046.0 医療法人　沖縄徳洲会〒240-0111 （がん疼）第183号         平成24年 4月 1日
     三浦医46 　湘南葉山デイケアク三浦郡葉山町一色１７４６－２
     リニック 046-876-3811  (046-876-3821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646110,047.8 医療法人　沖縄徳洲会〒240-0116 一般        89（一般入院）第1767号      平成28年11月 1日
     三浦医47 　葉山ハートセンター三浦郡葉山町下山口字白石１８９ （診療録２）第162号       平成22年 2月 1日
     ８－１ （事補２）第65号          平成27年 5月 1日
     046-875-1717  (046-875-3636) （急性看補）第136号       平成28年 7月 1日
     （療）第114号             平成28年10月 1日
     （医療安全２）第152号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第54号      平成24年 4月 1日
     （データ提）第60号        平成24年10月 1日
     （認ケア）第61号          平成28年10月 1日
     （食）第641号             平成22年 2月 1日
     （がん疼）第399号         平成29年 7月 1日
     （薬）第306号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第130号         平成22年 2月 1日
     （検Ⅰ）第211号           平成22年 2月 1日
     （検Ⅱ）第159号           平成29年11月 1日
     （血内）第27号            平成22年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第601号         平成24年 4月 1日
     （心Ⅰ）第30号            平成24年 6月 1日
     （脳Ⅲ）第219号           平成30年 2月 1日
     （呼Ⅱ）第125号           平成30年 2月 1日
     （透析水２）第50号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第77号            平成28年 5月 1日
     （ペ）第174号             平成22年 2月 1日
     （両ペ）第30号            平成22年 2月 1日
     （除）第30号              平成22年 2月 1日
     （両除）第23号            平成22年 2月 1日
     （大）第95号              平成22年 2月 1日
     （輸血Ⅱ）第98号          平成24年 6月 1日
     （酸単）第38973号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647110,048.6 森戸海岸　三浦クリニ〒240-0112 （時間外２）第986号       平成24年 4月 1日
     三浦医48 ック 三浦郡葉山町堀内１１６３－７ （地包加）第156号         平成27年 4月 1日
     046-876-7881  (046-877-0513) （支援診３）第786号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第208号       平成29年10月 1日
     （在医総管）第1292号      平成22年 3月 1日
     （在総）第964号           平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1648110,049.4 ホリスティックメディ〒240-0112 （時間外２）第987号       平成24年 4月 1日
     三浦医49 カルクリニック 三浦郡葉山町堀内８９５－６－１ （認２）第16号            平成24年 6月 1日
     046-877-5020  (046-877-5030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649111,000.6 加藤メディカル・アー〒240-0111
     三浦医1000 ツ・クリニック 三浦郡葉山町一色１５３２
     046-875-1552  (046-875-3222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650111,002.2 ののはなクリニック 〒240-0112
     三浦医1002 三浦郡葉山町堀内１７３５－５２
     046-827-6321  (046-827-6321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651111,004.8 葉山皮膚科・アレルギ〒240-0113
     三浦医1004 ー科 三浦郡葉山町長柄８８９－１ＭＳ
     プレイス２Ｆ
     046-876-0312  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652111,005.5 長柄診療所 〒240-0113 （時間外１）第496号       平成27年12月 1日
     三浦医1005 三浦郡葉山町長柄８４９ （ニコ）第1183号          平成29年 6月 1日
     046-884-8560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653111,006.3 葉山とみた整形外科ク〒240-0113 （時間外１）第566号       平成29年 1月 1日
     三浦医1006 リニック 三浦郡葉山町長柄８６３－８ （運Ⅱ）第723号           平成29年 1月 1日
     046-877-0616  (046-877-0617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654111,007.1 葉山のむらクリニック〒240-0111 （支援診２）第406号       平成29年 8月14日
     三浦医1007 三浦郡葉山町一色２１５４－２ （がん指）第1386号        平成29年12月 1日
     046-875-8615  (046-875-8140) （在医総管）第2132号      平成29年 8月14日
     （在総）第1513号          平成29年 8月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1655120,066.6 宗教法人寒川神社　寒〒253-0106 一般        99（一般入院）第1335号      平成29年 5月 1日
     高座医66 川病院 高座郡寒川町宮山１９３ （診療録２）第142号       平成19年 2月 1日
     0467-75-6680  (0467-75-0634) （急性看補）第97号        平成28年 9月 1日
     （療）第77号              平成29年 1月 1日
     （重）第170号             平成17年 8月 1日
     （感染防止２）第138号     平成27年 7月 1日
     （データ提）第118号       平成27年 1月 1日
     （地包ケア１）第35号      平成26年11月 1日
     （食）第401号             平成16年 8月 1日
     （高）第105号             平成16年 8月 1日
     （がん指）第769号         平成24年 5月 1日
     （薬）第105号             平成16年 8月 1日
     （支援病２）第14号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第1565号      平成24年 7月 1日
     （在総）第1134号          平成24年 7月 1日
     （神経）第174号           平成22年 9月 1日
     （補聴）第11号            平成16年 8月 1日
     （コン１）第199号         平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第608号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第77号          平成27年 5月 1日
     （菌）第75号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第23号            平成25年 3月 1日
     （運Ⅰ）第241号           平成27年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第90号            平成27年12月 1日
     （脊刺）第63号            平成27年 5月 1日
     （胃瘻造）第65号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第38974号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656120,093.0 玉井小児科 〒253-0105 一般         2（がん指）第671号         平成24年 5月 1日
     高座医93 高座郡寒川町岡田５－５－８
     0467-74-2921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657120,096.3 医療法人社団朋友会　〒253-0106 精神       184（看補）第1541号          平成22年12月 1日
     高座医96 けやきの森病院 高座郡寒川町宮山３５０５ （精合併加算）第6号       平成20年 4月 1日
     0467-74-5331  （精救急受入）第17号      平成24年 4月 1日
     （精急１）第20号          平成22年12月 1日
     （精療）第42号            平成29年 2月 1日
     （食）第340号             昭和57年 3月 1日
     （精）第11号              平成 3年11月 1日
     （認１）第22号            平成24年 7月 1日
     （ショ大）第47号          平成25年 6月 1日
     （デ大）第74号            平成25年 6月 1日
     （医療保護）第5号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第38975号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1658120,099.7 横山外科胃腸科 〒253-0114 （時間外１）第151号       平成24年 4月 1日
     高座医99 高座郡寒川町田端１１５９ （地包加）第277号         平成30年 2月 1日
     0467-74-7707  （支援診３）第189号       平成29年 3月 1日
     （在医総管）第363号       平成18年 4月 1日
     （在総）第736号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第250号       平成29年11月 1日
     （酸単）第38976号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659120,101.1 五島クリニック 〒253-0101
     高座医101 高座郡寒川町倉見２１９７
     0467-74-8180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660120,102.9 神部医院 〒253-0106 （ニコ）第41号            平成29年 7月 1日
     高座医102 高座郡寒川町宮山３０３５ （酸単）第38977号         平成29年 4月 1日
     0467-74-5000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661120,103.7 医療法人博真会　永田〒253-0101 一般        13（酸単）第38978号         平成29年 4月 1日
     高座医103 外科 高座郡寒川町倉見３７９３－３
     0467-75-6075  (0467-75-6971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662120,106.0 医療法人社団　原田医〒253-0105 （支援診３）第565号       平成29年 4月 1日
     高座医106 院 高座郡寒川町岡田３－７－３５ （在医総管）第976号       平成19年 7月 1日
     0467-74-0702  （在総）第772号           平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663120,110.2 木島医院 〒253-0111 一般         9（時間外２）第783号       平成22年 7月 1日
     高座医110 高座郡寒川町一之宮１－２４－３ （診入院）第580号         平成22年 4月 1日
     ９ （ハイ妊娠）第85号        平成22年 2月 1日
     0467-75-0005  （ＨＰＶ）第201号         平成22年 4月 1日
     （１７５）第2547号        平成14年 5月 1日
     （酸単）第38979号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664120,113.6 医療法人社団　旭湘会〒253-0111
     高座医113 　林こどもクリニック高座郡寒川町一之宮１－３－３６
     0467-75-8808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665120,114.4 さいとう眼科医院 〒253-0105 （コン１）第222号         平成28年 4月 1日
     高座医114 高座郡寒川町岡田３－７－４７－
     １Ｆ
     0467-72-6301  (0467-72-6302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666120,115.1 医療法人社団誠成会　〒253-0105
     高座医115 寒川駅前クリニック 高座郡寒川町岡田１－４－３
     0467-72-3588  (0467-74-8033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667120,121.9 倉見整形外科 〒253-0101 （時間外２）第848号       平成23年 1月 1日
     高座医121 高座郡寒川町倉見８４７－１
     0467-72-0201  (0467-72-0233)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1668120,123.5 たかはし耳鼻科 〒253-0105
     高座医123 高座郡寒川町岡田５－５－８湘南
     寒川医療モール３Ｆ
     0467-72-3387  (0467-72-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669121,000.4 高山産婦人科・内科 〒253-0105 （時間外２）第1197号      平成26年10月 1日
     高座医1000 高座郡寒川町岡田５－５－８湘南 （ＨＰＶ）第384号         平成26年10月 1日
     寒川医療モール２Ｆ （酸単）第38981号         平成29年 4月 1日
     0467-73-1103  (0467-73-1101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670121,001.2 たけむら内科クリニッ〒253-0105
     高座医1001 ク 高座郡寒川町岡田３－９－５９ヌ
     ーベルバーグ湘南大久保イースト
     １Ｆ
     0467-75-3220  (0467-75-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671121,002.0 とよじメディカルクリ〒253-0105 （透析水２）第228号       平成28年12月 1日
     高座医1002 ニック 高座郡寒川町岡田１－５－７Ｒｉ （肢梢）第178号           平成29年 3月 1日
     ｄｅａｕ　１Ｆ
     0467-50-0776  (0467-50-0786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672121,003.8 医療法人社団仁聖会　〒253-0111 （時間外２）第1366号      平成29年11月 1日
     高座医1003 さむかわ富田クリニッ高座郡寒川町一之宮１－９－２ （ニコ）第1329号          平成29年11月 1日
     ク 0467-72-5777  (0467-72-5775) （支援診２）第417号       平成29年11月 1日
     （がん指）第1384号        平成29年11月 1日
     （肝炎）第133号           平成29年11月 1日
     （在医総管）第2151号      平成29年11月 1日
     （在総）第1530号          平成29年11月 1日
     （酸単）第40591号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673130,115.9 二見整形外科 〒259-0125 （運Ⅱ）第89号            平成18年 4月 1日
     中郡医115 中郡二宮町川匂６
     0465-43-2921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1674130,119.1 東海大学大磯病院 〒259-0198 一般       312（外来環）第652号         平成27年 7月 1日
     (133,002.6) 中郡大磯町月京２１－１ （一般入院）第1618号      平成28年10月 1日
     中郡医119 0463-72-3211  (0463-72-2256) （超急性期）第8号         平成20年 4月 1日
     （診療録１）第63号        平成27年11月 1日
     （事補２）第118号         平成28年 7月 1日
     （急性看補）第130号       平成24年 4月 1日
     （看夜配）第22号          平成26年 8月 1日
     （医療安全１）第154号     平成23年 4月 1日
     （感染防止１）第36号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第90号          平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第82号        平成26年10月 1日
     （データ提）第61号        平成24年10月 1日
     （退支）第23号            平成28年10月 1日
     （認ケア）第23号          平成28年 7月 1日
     （ハイケア１）第30号      平成28年10月 1日
     （小入５）第24号          平成27年12月 1日
     （回２）第67号            平成27年10月 1日
     （地包ケア１）第52号      平成28年 7月 1日
     （食）第389号             昭和59年 9月 1日
     （高）第34号              平成 6年 7月 1日
     （糖管）第16号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第46号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第13号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第38号        平成26年 4月 1日
     （トリ）第29号            平成24年 4月 1日
     （がん指）第835号         平成25年 4月 1日
     （肝炎）第91号            平成22年 5月 1日
     （薬）第55号              平成22年 4月 1日
     （地連計）第43号          平成29年 5月 1日
     （機安１）第22号          平成20年 4月 1日
     （医管）第1621号          平成27年 5月 1日
     （在看）第11号            平成24年 4月 1日
     （在血液）第9号           平成25年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第130号         平成26年 6月 1日
     （検Ⅰ）第15号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第127号           平成25年 4月 1日
     （神経）第32号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第48号            平成25年12月 1日
     （画１）第16号            平成14年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第695号         平成24年 6月 1日
     （冠動Ｃ）第61号          平成24年 6月 1日
     （心臓Ｍ）第59号          平成24年 6月 1日
     （抗悪処方）第24号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第47号          平成25年 9月 1日
     （菌）第27号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第65号            平成29年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第28号            平成24年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （運Ⅰ）第71号            平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第57号            平成24年 6月 1日
     （がんリハ）第47号        平成26年10月 1日
     （歯リハ２）第314号       平成27年 5月 1日
     （透析水２）第51号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第28号            平成28年 4月 1日
     （組再乳）第28号          平成27年 6月 1日
     （ゲル乳再）第29号        平成27年 6月 1日
     （ペ）第16号              平成10年 4月 1日
     （大）第92号              平成21年 3月 1日
     （早大腸）第18号          平成24年 4月 1日
     （膀胱）第17号            平成24年 3月 1日
     （胃瘻造）第115号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第103号         平成24年 9月 1日
     （造設前）第30号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第108号       平成27年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第428号         平成27年 6月 1日
     （人工歯根）第21号        平成27年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第33号          平成 8年 6月 1日
     （病理診１）第34号        平成24年 6月 1日
     （補管）第7182号          平成27年 5月 1日
     （酸単）第38982号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675130,128.2 山本耳鼻いんこう科ク〒259-0131
     中郡医128 リニック 中郡二宮町中里１３０２－１
     0463-73-4696  (0463-73-4685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676130,130.8 山田医院 〒255-0003
     中郡医130 中郡大磯町大磯９３０
     0463-61-1625  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677130,131.6 医療法人　井上整形外〒259-0133 （運Ⅱ）第90号            平成18年 4月 1日
     中郡医131 科 中郡二宮町百合が丘１－１－１
     0463-72-4114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678130,141.5 医療法人社団　光耀会〒259-0131 （コン１）第438号         平成28年 4月 1日
     中郡医141 　二宮眼科クリニック中郡二宮町中里２－１０－８
     0463-71-9799  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679130,143.1 ひよこクリニック 〒255-0003 （時間外２）第1286号      平成28年 4月 1日
     中郡医143 中郡大磯町大磯１６５４－３ （小か診）第25号          平成28年 4月 1日
     0463-61-7963  (0463-61-7962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680130,145.6 浅野クリニック 〒259-0133
     中郡医145 中郡二宮町百合が丘３－５－２
     0463-72-0720  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1681130,148.0 医療法人　百合が丘ク〒259-0133 （ニコ）第678号           平成29年 6月 1日
     中郡医148 リニック 中郡二宮町百合が丘２－１－２ （支援診３）第195号       平成29年 4月 1日
     0463-73-0082  （在医総管）第884号       平成18年 4月 1日
     （在総）第510号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682130,151.4 たけすえ小児科 〒259-0123 （時間外２）第1287号      平成28年 4月 1日
     中郡医151 中郡二宮町二宮９０４－６ （小か診）第26号          平成28年 4月 1日
     0463-71-9735  (0463-71-9736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683130,155.5 医療法人社団湘風会　〒255-0003 （コン１）第226号         平成29年 3月 1日
     中郡医155 藤田眼科クリニック 中郡大磯町大磯１１８８
     0463-61-0666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684130,157.1 医療法人社団　森田内〒255-0004 （支援診３）第626号       平成29年 4月 1日
     中郡医157 科医院 中郡大磯町東小磯１０ （がん指）第418号         平成24年 4月 1日
     0463-61-8887  (0463-61-8817) （在医総管）第375号       平成18年 4月 1日
     （在総）第821号           平成20年 4月 1日
     （酸単）第38983号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685130,158.9 杉山皮膚科 〒255-0003
     中郡医158 中郡大磯町大磯９５２神明ビル２
     ０１
     0463-61-8620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686130,159.7 グリーン内科クリニッ〒255-0003 （在医総管）第1170号      平成20年12月10日
     中郡医159 ク 中郡大磯町大磯１１１５
     0463-60-3131  (0463-60-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687130,161.3 脇医院 〒255-0003 （地包加）第289号         平成28年 4月 1日
     中郡医161 中郡大磯町大磯１５６２ （支援診３）第627号       平成29年 3月 1日
     0463-61-0829  (0463-60-2010) （在診実１）第44号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第694号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第885号       平成18年 4月 1日
     （在総）第822号           平成20年 4月 1日
     （外後発使）第72号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688130,163.9 國谷整形外科 〒255-0003
     中郡医163 中郡大磯町大磯９４９
     0463-61-0238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689130,168.8 横山医院 〒259-0123 （在医総管）第371号       平成19年 4月 1日
     中郡医168 中郡二宮町二宮１０４８－２ （外後発使）第73号        平成28年 4月 1日
     0463-72-2580  (0463-73-4005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690130,171.2 大磯耳鼻咽喉科ひがし〒255-0003
     中郡医171 のクリニック 中郡大磯町大磯４６６
     0463-60-1587  (0463-60-1503)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1691130,172.0 クリニック杉原 〒259-0131 （１７５）第352号         平成20年 2月 1日
     中郡医172 中郡二宮町中里７３６－５
     0463-72-0310  (0463-71-1207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692130,173.8 くどう眼科 〒259-0123
     中郡医173 中郡二宮町二宮２０８ルーフアン
     ドルーフ２Ｄ
     0463-70-6777  (0463-70-6776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693130,175.3 二宮しおみクリニック〒259-0123 （在医総管）第2149号      平成29年12月 1日
     中郡医175 中郡二宮町二宮４７９－５ （運Ⅱ）第496号           平成28年 5月 1日
     0463-70-6288  (0463-70-6289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694130,178.7 医療法人社団　博心会〒255-0003 （ニコ）第572号           平成29年 6月 1日
     中郡医178 　大磯内科クリニック中郡大磯町大磯９５０ （在医総管）第1315号      平成22年 4月 1日
     0463-60-1533  (0463-60-1536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695130,179.5 加藤クリニック 〒259-0133 （在医総管）第1330号      平成22年 4月 1日
     中郡医179 中郡二宮町百合が丘２－４－１
     0463-71-8443  (0463-73-3637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696130,182.9 大磯ハートクリニック〒259-0112 （がん指）第799号         平成24年 8月 1日
     中郡医182 中郡大磯町国府新宿５４７ （在医総管）第1379号      平成22年11月 1日
     0463-70-1110  (0463-70-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697130,183.7 二宮胃腸内科クリニッ〒259-0131 （時間外２）第869号       平成23年 5月13日
     中郡医183 ク 中郡二宮町中里９８９－７ （がん疼）第206号         平成24年10月 1日
     0463-73-2911  (0463-72-2611) （ニコ）第881号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第926号       平成29年 3月 1日
     （がん指）第220号         平成23年 7月 1日
     （在医総管）第1510号      平成24年 4月 1日
     （在総）第1090号          平成24年 4月 1日
     （酸単）第38984号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698130,184.5 医療法人社団　松和会〒259-0123 （透析水２）第120号       平成24年10月 1日
     中郡医184 　望星二宮クリニック中郡二宮町二宮７６９ （酸単）第38985号         平成29年 4月 1日
     0463-70-6161  (0463-70-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699130,185.2 湘南こいじクリニック〒259-0124 （支援診３）第964号       平成29年 3月 1日
     中郡医185 中郡二宮町山西２７６－１ （在医総管）第1572号      平成24年 8月 1日
     0463-71-3322  （在総）第1138号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700130,186.0 大谷クリニック 〒255-0003 （ニコ）第983号           平成29年 7月 1日
     中郡医186 中郡大磯町大磯９６２－１　吉川 （肝炎）第114号           平成25年 8月 1日
     ビル２Ｆ （酸単）第38986号         平成29年 4月 1日
     0463-60-3111  (0463-60-3112)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1701131,000.2 医療法人　西山クリニ〒259-0123 （がん指）第1099号        平成25年12月 1日
     中郡医1000 ック 中郡二宮町二宮１２８５－１
     0463-71-1212  (0463-71-1978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702131,001.0 医療法人社団　湘医会〒259-0114 （がん指）第1249号        平成28年 4月 1日
     中郡医1001 　月京クリニック 中郡大磯町月京９－１１ （在医総管）第2021号      平成28年 7月 1日
     0463-71-2321  (0463-72-6141) （酸単）第38987号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703131,002.8 あづま山在宅クリニッ〒259-0123 （時間外１）第439号       平成26年 7月 1日
     中郡医1002 ク 中郡二宮町二宮２１６－１古澤本 （支援診３）第1121号      平成28年11月 1日
     社ビル２Ｆ　２０１ （在診実１）第159号       平成28年 2月 1日
     0463-86-6532  (0463-86-6815) （在医総管）第1793号      平成26年 7月 1日
     （在総）第1302号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704131,003.6 湘南大磯二宮クリニッ〒259-0123
     中郡医1003 ク 中郡二宮町二宮７９５
     0463-71-1612  (0463-71-1613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705131,004.4 さくら診療所 〒259-0123 （Ｃ・Ｍ）第856号         平成27年11月 1日
     中郡医1004 中郡二宮町二宮１４２１－２ （酸単）第38988号         平成29年 4月 1日
     0463-74-6724  (0463-74-6725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706131,005.1 さだもとクリニック 〒259-0123 （支援診３）第1245号      平成28年 4月 1日
     中郡医1005 中郡二宮町二宮８２１－３０ （在医総管）第1933号      平成27年11月 1日
     0463-72-5737  (0463-72-5738) （在総）第1385号          平成27年11月 1日
     （外化２）第79号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707131,007.7 簑島医院 〒259-0112 （ニコ）第1221号          平成29年 7月 1日
     中郡医1007 中郡大磯町国府新宿４０２ （在医総管）第2014号      平成28年 5月 1日
     0463-71-0184  (0463-73-3716) （酸単）第38989号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708131,008.5 住田医院 〒259-0123 （ニコ）第1257号          平成29年 7月 1日
     中郡医1008 中郡二宮町二宮１２２－８　 （在医総管）第2072号      平成29年 1月 1日
     0463-71-0179  (0463-73-4011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709131,009.3 あおぞら大磯クリニッ〒259-0114
     中郡医1009 ク 中郡大磯町月京３－２５　近藤ビ
     ル１Ｆ
     0463-71-4970  (0463-71-7012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710140,059.7 松田町国民健康保険診〒258-0001 （在医総管）第1805号      平成26年 8月 1日
     足上医59 療所 足柄上郡松田町寄２５３８
     0465-89-2119  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711140,069.6 吉原医院 〒258-0021 （１７５）第369号         平成14年 4月 1日
     足上医69 足柄上郡開成町吉田島１１５６
     0465-82-3300  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1712140,098.5 医療法人陽風会　高台〒258-0028 療養       310（療養入院）第343号       平成28年10月 1日
     (146,098.9) 病院 足柄上郡開成町金井島１９８３ （療養２）第82号          平成16年 1月 1日
     足上医98 0465-83-5015  (0465-83-5018) （療養改１）第1号         平成24年 4月 1日
     （医療安全２）第277号     平成29年 4月 1日
     （感染防止２）第55号      平成24年 4月 1日
     （総合評価）第94号        平成24年10月 1日
     （退支）第157号           平成24年 6月 1日
     （食）第427号             昭和62年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第941号         平成29年11月 1日
     （運Ⅲ）第184号           平成26年 5月 1日
     （補管）第2217号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第38990号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713140,103.3 医療法人社団　佐藤内〒258-0003 （１７５）第378号         平成14年 4月 1日
     足上医103 科医院 足柄上郡松田町松田惣領１３３３
     0465-82-0565  (0465-82-0565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714140,104.1 医療法人社団　大熊整〒258-0026
     足上医104 形外科 足柄上郡開成町延沢７７８－１
     0465-82-6393  (0465-82-6392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715140,105.8 医療法人社団　遠藤耳〒258-0021
     足上医105 鼻咽喉科医院 足柄上郡開成町吉田島４３６４－
     ４
     0465-82-3536  (0465-82-3626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716140,106.6 医療法人社団　田村小〒258-0004 （時間外２）第291号       平成22年 4月 1日
     足上医106 児科医院 足柄上郡松田町松田庶子１５３２ （小か診）第27号          平成28年 4月 1日
     0465-82-1710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717140,107.4 医療法人社団　朝長医〒259-0143 （支援診３）第1192号      平成29年 4月 1日
     (146,107.8) 院 足柄上郡中井町北田５２９－７ （医管）第478号           平成18年 4月 1日
     足上医107 0465-81-1118  (0465-80-1165) （在医総管）第800号       平成18年 6月 1日
     （在総）第1347号          平成27年 3月 1日
     （歯地連）第278号         平成18年 4月 1日
     （歯訪診）第101号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1302号      平成26年11月 1日
     （補管）第2223号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第2981号        平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718140,108.2 武田耳鼻咽喉科クリニ〒258-0019
     足上医108 ック 足柄上郡大井町金子字井向１３７
     ５
     0465-83-7733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1719140,111.6 医療法人社団友和会　〒258-0018 （透析水２）第33号        平成24年 4月 1日
     足上医111 友和クリニック 足柄上郡大井町金手１２７ （酸単）第38991号         平成29年 4月 1日
     0465-83-6121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720140,114.0 まごころ内科整形外科〒258-0003 （外化２）第19号          平成20年 4月 1日
     足上医114 クリニック 足柄上郡松田町松田惣領９９２－
     １－３Ｆ
     0465-83-1789  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721140,115.7 日野原記念ピースハウ〒259-0151 一般        22（緩）第1号               平成24年 4月 1日
     足上医115 ス病院 足柄上郡中井町井ノ口１０００－ （食）第501号             平成 6年 2月 1日
     １ （がん疼）第100号         平成23年 3月 1日
     0465-81-8900  （酸単）第38992号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722140,117.3 瀬戸クリニック 〒258-0015 （時間外１）第410号       平成26年 4月 1日
     足上医117 足柄上郡大井町山田１１３３ （支援診３）第446号       平成29年 4月 1日
     0465-82-7886  （在診実１）第56号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第739号       平成18年 5月 1日
     （在総）第693号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723140,118.1 武尾眼科医院 〒258-0021
     足上医118 足柄上郡開成町吉田島４０１９－
     １
     0465-83-6171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724140,120.7 山北町立山北診療所 〒258-0115 （ニコ）第719号           平成29年 6月 1日
     足上医120 足柄上郡山北町谷ケ１０１８－２ （支援診３）第1371号      平成29年 6月 1日
     ０ （がん指）第452号         平成24年 5月 1日
     0465-77-2281  （在医総管）第1197号      平成21年 5月 1日
     （在総）第1478号          平成29年 6月 1日
     （酸単）第38993号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725140,121.5 おおり医院 〒258-0113 一般        19（時間外２）第33号        平成22年 4月 1日
     足上医121 足柄上郡山北町山北１９２ （診入院）第704号         平成28年 9月 1日
     0465-75-0056  （食）第507号             平成 8年11月 1日
     （支援診２）第288号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第384号       平成18年 4月 1日
     （在総）第23号            平成 8年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第948号         平成30年 3月 1日
     （酸単）第40446号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726140,122.3 医療法人　能清会　飛〒258-0111 （時間外２）第34号        平成22年 4月 1日
     足上医122 彈クリニック 足柄上郡山北町向原１５０ （支援診３）第475号       平成29年 3月 1日
     0465-75-1717  （在医総管）第1824号      平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  256

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1727140,125.6 佐藤病院 〒258-0019 療養        30（療養入院）第320号       平成29年 1月 1日
     足上医125 足柄上郡大井町金子１９２２－３ （食）第527号             平成11年 7月 1日
     0465-83-5611  (0465-82-3648) （ニコ）第1047号          平成29年 7月 1日
     （在医総管）第1954号      平成28年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第696号         平成24年 6月 1日
     （酸単）第38994号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728140,127.2 樹医院 〒258-0023 （時間外２）第988号       平成24年 4月 1日
     足上医127 足柄上郡開成町吉田島４３２０－ （支援診３）第201号       平成28年 4月 1日
     ２ （がん指）第167号         平成23年 3月 1日
     0465-85-1111  (0465-85-1112) （在医総管）第592号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729140,129.8 松元医院 〒258-0021 （ニコ）第775号           平成29年 6月 1日
     足上医129 足柄上郡開成町吉田島４０８ （支援診３）第203号       平成29年 4月 1日
     0465-82-0845  (0465-82-0845) （在医総管）第387号       平成18年 4月 1日
     （在総）第515号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730140,134.8 岡部医院 〒258-0021 （ニコ）第630号           平成29年 6月 1日
     足上医134 足柄上郡開成町吉田島２８１９ （支援診３）第453号       平成28年 8月 1日
     0465-82-5569  (0465-82-7148) （在医総管）第385号       平成18年 4月 1日
     （在総）第696号           平成18年 6月 1日
     （１７５）第370号         平成16年 4月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731140,136.3 医療法人　 友会　白〒258-0022 （時間外１）第140号       平成24年 4月 1日
     足上医136 医院 足柄上郡開成町牛島２７０ （地包加）第280号         平成27年11月 1日
     0465-82-0890  (0465-82-0898) （がん疼）第184号         平成24年 4月 1日
     （ニコ）第413号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第465号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第69号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第190号         平成23年 5月 1日
     （在医総管）第801号       平成18年 6月 1日
     （在総）第706号           平成18年 6月 1日
     （検Ⅰ）第91号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第722号         平成24年10月 1日
     （透析水１）第95号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第119号           平成28年 8月 1日
     （酸単）第40402号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732140,137.1 足柄上地区休日急患診〒258-0021 （１７５）第376号         平成18年 9月 1日
     足上医137 療所 足柄上郡開成町吉田島５８０
     0465-83-1800  (0465-83-5447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733140,138.9 山田内科医院 〒258-0004 （時間外１）第153号       平成24年 4月 1日
     足上医138 足柄上郡松田町松田庶子１５４３ （ニコ）第751号           平成29年 7月 1日
     －１ （支援診３）第545号       平成29年 4月 1日
     0465-83-0061  (0465-20-5012) （在医総管）第954号       平成19年12月10日
     （在総）第760号           平成19年12月10日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  257

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1734140,140.5 大井町クリニック 〒258-0016 （在医総管）第1045号      平成20年 3月 1日
     足上医140 足柄上郡大井町上大井４０９－５ （ＨＰＶ）第379号         平成26年 9月 1日
     0465-82-8971  (0465-20-5281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735140,141.3 みつぼしクリニック 〒259-0143 （時間外１）第298号       平成24年 6月 1日
     足上医141 足柄上郡中井町北田５２５ （地包加）第173号         平成26年 4月 1日
     0465-80-0404  (0465-80-0004) （支援診３）第1139号      平成29年 4月 1日
     （在診実１）第117号       平成26年10月 1日
     （がん指）第451号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1093号      平成20年 5月 1日
     （在総）第842号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736140,142.1 りゅう医院 〒259-0153 （時間外２）第1176号      平成26年 5月 7日
     足上医142 足柄上郡中井町比奈窪３５
     0465-81-0223  (0465-81-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737140,147.0 ねもと総合内科クリニ〒258-0113 （ニコ）第660号           平成29年 7月 1日
     足上医147 ック 足柄上郡山北町山北７１１－３２ （支援診３）第777号       平成29年 4月 1日
     0465-75-0095  (0465-75-0366) （在医総管）第1279号      平成22年 1月 1日
     （在総）第955号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738140,148.8 おひさまクリニック 〒258-0026 （時間外１）第154号       平成24年 4月 1日
     足上医148 足柄上郡開成町延沢字中川原６９ （支援診２）第137号       平成28年 4月 1日
     ５－１ （在医総管）第1280号      平成22年 1月 1日
     0465-85-3228  (0465-85-3229) （在総）第956号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  258

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1739140,150.4 神奈川県立足柄上病院〒258-0003 一般       290（一般入院）第1774号      平成29年12月 1日
     (143,002.4) 足柄上郡松田町松田惣領８６６－その他       6（超急性期）第67号        平成26年10月 1日
     足上医150 １ （診療録２）第171号       平成22年 4月 1日
     0465-83-0351  (0465-82-5377) （急性看補）第92号        平成26年10月 1日
     （療）第120号             平成29年12月 1日
     （重）第191号             平成30年 1月 1日
     （医療安全１）第185号     平成22年 4月 1日
     （感染防止１）第4号       平成27年 3月 1日
     （褥瘡ケア）第42号        平成24年 4月 1日
     （総合評価）第96号        平成24年10月 1日
     （病棟薬１）第120号       平成30年 1月 1日
     （データ提）第7号         平成24年10月 1日
     （退支）第24号            平成28年 6月 1日
     （精疾診）第28号          平成28年 6月 1日
     （ハイケア１）第17号      平成26年10月 1日
     （地包ケア１）第63号      平成29年12月 1日
     （食）第651号             平成22年 4月 1日
     （ウ指）第7号             平成22年 8月 1日
     （糖管）第114号           平成22年 4月 1日
     （がん疼）第127号         平成23年 1月 1日
     （がん指１）第36号        平成23年 1月 1日
     （がん指２）第18号        平成26年 4月 1日
     （トリ）第58号            平成24年11月 1日
     （ニコ）第607号           平成29年 7月 1日
     （肝炎）第108号           平成24年11月 1日
     （薬）第311号             平成23年11月 1日
     （在後病）第2号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第219号           平成22年 4月 1日
     （検Ⅳ）第28号            平成23年 4月 1日
     （歩行）第5号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第45号          平成27年 3月 1日
     （神経）第168号           平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第2号           平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第490号         平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第56号        平成22年 5月 1日
     （外化１）第124号         平成22年 4月 1日
     （菌）第117号             平成23年11月 1日
     （脳Ⅱ）第266号           平成22年 4月 1日
     （運Ⅰ）第146号           平成22年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第159号           平成22年 4月 1日
     （認２）第6号             平成24年 4月 1日
     （乳セ２）第69号          平成27年12月 1日
     （ペ）第182号             平成22年 4月 1日
     （大）第102号             平成22年 4月 1日
     （胆）第40号              平成27年11月 1日
     （膵石破）第18号          平成27年11月 1日
     （早大腸）第41号          平成25年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  259

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （腎）第66号              平成26年 2月 1日
     （腹前）第26号            平成29年11月 1日
     （胃瘻造）第40号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第141号         平成29年12月 1日
     （輸適）第125号           平成29年12月 1日
     （造設前）第50号          平成24年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第27号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第175号         平成22年 4月 1日
     （テ組織）第7号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第38995号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740140,153.8 あしがらクリニック 〒258-0003
     足上医153 足柄上郡松田町松田惣領１８８６
     －５
     0465-82-2555  (0465-82-2555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741140,154.6 眼科さくらクリニック〒258-0026 （コン１）第592号         平成29年 4月 1日
     足上医154 足柄上郡開成町延沢８６６－１
     0465-43-6885  (0465-43-6887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742141,000.0 堀内医院 〒258-0019 （がん指）第1111号        平成26年 4月 1日
     足上医1000 足柄上郡大井町金子８４９－１ （Ｃ・Ｍ）第791号         平成26年 3月 1日
     0465-82-1301  (0465-82-1303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743141,001.8 にしこうり形成外科・〒258-0003
     足上医1001 皮ふ科 足柄上郡松田町松田惣領１１９６
     －１クレ　ドゥ　レスポワール　
     １Ａ
     0465-44-4906  (0465-44-4907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744141,002.6 樹こどもクリニック 〒258-0021 （時間外２）第1201号      平成26年10月 1日
     足上医1002 足柄上郡開成町吉田島４３２０－
     ２　３Ｆ
     0465-85-1112  (0465-85-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745141,003.4 開成駅光クリニック 〒258-0021 一般 （診入院）第692号         平成27年 7月 1日
     足上医1003 足柄上郡開成町吉田島４３５１－　　一般     9（ＨＰＶ）第395号         平成27年 4月 1日
     ９藤与駅前ビル４Ｆ
     0465-83-2701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746141,005.9 まえかわクリニック 〒258-0019 （ニコ）第1150号          平成29年 6月 1日
     足上医1005 足柄上郡大井町金子２６０１－１ （在医総管）第1902号      平成27年 5月 1日
     0465-86-0777  (0465-86-0888) （Ｃ・Ｍ）第841号         平成27年 5月 1日
     （酸単）第38996号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  260

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1747141,006.7 おくやま小児科 〒258-0021 （酸単）第38997号         平成29年 4月 1日
     足上医1006 足柄上郡開成町吉田島１２８９－
     １
     0465-85-1717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748141,007.5 小泉クリニック 〒258-0021 （時間外１）第487号       平成27年 7月 1日
     足上医1007 足柄上郡開成町吉田島４３５２－ （地包加）第271号         平成29年 7月 1日
     ３ザ・開成プレイス１Ｆ （がん疼）第321号         平成27年10月 1日
     0465-82-1117  (0465-82-1118) （ニコ）第1156号          平成29年 6月 1日
     （支援診２）第403号       平成29年 8月 1日
     （がん指）第1295号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第1907号      平成27年 7月 1日
     （在総）第1371号          平成27年 7月 1日
     （ペ）第201号             平成27年 7月 1日
     （酸単）第38998号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749141,008.3 安藤眼科医院 〒258-0003 （ロー検）第45号          平成30年 1月 1日
     足上医1008 足柄上郡松田町松田惣領９６５－ （コン１）第670号         平成28年 7月 1日
     １
     0465-83-4545  (0465-82-0981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750141,009.1 渥美医院 〒258-0019 （Ｃ・Ｍ）第920号         平成29年 6月 1日
     足上医1009 足柄上郡大井町金子４８
     0465-82-2539  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751141,010.9 なかいファミリークリ〒259-0151 （支援診３）第1372号      平成29年 5月 1日
     足上医1010 ニック 足柄上郡中井町井ノ口１８７６－ （在診実１）第204号       平成29年 7月 1日
     １　ザ・中井プライム１Ｆ （在医総管）第2102号      平成29年 5月 1日
     0465-81-8822  (0465-81-8833) （在総）第1479号          平成29年 5月 1日
     （酸単）第40450号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752141,011.7 あじさいクリニック 〒258-0029 （在医総管）第2124号      平成29年 8月 1日
     足上医1011 足柄上郡開成町みなみ３－３－２
     　１Ｆ　
     0465-83-8118  (0465-83-8118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  261

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1753150,001.6 独立行政法人　地域医〒259-0314 一般       199（一般入院）第1603号      平成29年 6月 1日
     足下医1 療機能推進機構　湯河足柄下郡湯河原町宮上４３８ （診療録２）第5号         平成12年 4月 1日
     原病院 0465-63-2211  （急性看補）第182号       平成28年11月 1日
     （重）第162号             平成25年12月 1日
     （医療安全２）第80号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第53号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第193号         平成26年 6月 1日
     （総合評価）第8号         平成29年 4月 1日
     （退支）第127号           平成24年 4月 1日
     （回２）第55号            平成26年 6月 1日
     （食）第112号             昭和33年10月 1日
     （トリ）第73号            平成29年10月 1日
     （薬）第23号              平成22年 4月 1日
     （地連計）第17号          平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第16号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第73号            平成20年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第600号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第144号         平成25年10月 1日
     （脳Ⅰ）第179号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第90号            平成28年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第59号            平成28年 5月 1日
     （集コ）第10号            平成20年 4月 1日
     （胃瘻造）第154号         平成27年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第24号          平成18年 4月 1日
     （輸適）第74号            平成24年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第98号        平成27年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第223号         平成27年 4月 1日
     （酸単）第38999号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754150,006.5 真鶴町国民健康保険診〒259-0201 一般        11（ニコ）第1007号          平成29年 7月 1日
     足下医5 療所 足柄下郡真鶴町真鶴４７５－１ 療養         4（支援診３）第1066号      平成29年 4月 1日
     0465-68-2191  (0465-68-2192) （がん指）第170号         平成23年 3月 1日
     （在医総管）第1712号      平成25年12月 1日
     （在総）第1241号          平成25年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第807号         平成26年 9月 1日
     （酸単）第39000号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755150,033.9 武田医院 〒250-0404 （１７５）第384号         平成14年 4月 1日
     足下医33 足柄下郡箱根町宮ノ下字石原２７
     ５
     0460-82-2776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756150,039.6 一般財団法人生活保健〒259-0301 療養       313（療養入院）第246号       平成28年10月 1日
     足下医39 協会　湯河原中央温泉足柄下郡湯河原町中央４－１１－介護        32（食）第254号             昭和47年 9月 1日
     病院 ２ （脳Ⅲ）第101号           平成21年 5月 1日
     0465-63-2555  （運Ⅲ）第116号           平成21年 5月 1日
     （酸単）第39001号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  262

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1757150,054.5 湯河原胃腸病院 〒259-0303 一般        58（一般入院）第1338号      平成18年 4月 1日
     足下医54 足柄下郡湯河原町土肥４－３－１療養        50（療養入院）第468号       平成29年 4月 1日
     0465-62-7181  (0465-62-9665) （事補１）第53号          平成28年 3月 1日
     （看補）第1429号          平成19年 9月 1日
     （療養１）第139号         平成29年 4月 1日
     （患サポ）第200号         平成27年 6月 1日
     （食）第270号             昭和44年10月 1日
     （がん指）第334号         平成23年10月 1日
     （薬）第337号             平成24年10月 1日
     （検Ⅰ）第17号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第853号         平成27年10月 1日
     （外化１）第31号          平成20年 4月 1日
     （エタ甲）第49号          平成19年 9月 1日
     （ペ）第208号             平成29年10月 1日
     （胃瘻造）第99号          平成27年 4月 1日
     （造設前）第77号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第112号       平成28年12月 1日
     （酸単）第39002号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758150,058.6 特定医療法人社団研精〒250-0631 療養       192（療養入院）第321号       平成29年12月 1日
     足下医58 会　箱根リハビリテー足柄下郡箱根町仙石原１２８５ （療養１）第114号         平成29年12月 1日
     ション病院 0460-84-9111  (0460-84-5312) （退支）第217号           平成28年 9月 1日
     （認ケア）第94号          平成28年12月 1日
     （回３）第90号            平成29年12月 1日
     （食）第235号             昭和45年 6月 1日
     （薬）第99号              平成 7年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第884号         平成28年 8月 1日
     （脳Ⅰ）第88号            平成28年 8月 1日
     （運Ⅰ）第120号           平成28年 8月 1日
     （集コ）第11号            平成20年 4月 1日
     （酸単）第39003号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759150,065.1 箱根医院 〒250-0311 （在医総管）第915号       平成18年12月 1日
     足下医65 足柄下郡箱根町湯本８１ （外後発使）第161号       平成28年 5月 1日
     0460-85-5200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760150,072.7 湯河原ゆうゆうの里診〒259-0312 一般         9（診入院）第649号         平成28年 7月 1日
     足下医72 療所 足柄下郡湯河原町吉浜１８５５ （酸単）第39004号         平成29年 4月 1日
     0465-60-1000  (0465-63-3864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761150,075.0 ナガタ眼科 〒259-0303 （コン１）第231号         平成29年 4月 1日
     足下医75 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１
     ０
     0465-63-6400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  263

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1762150,076.8 医療法人邦友会　湯河〒259-0303 （透析水２）第172号       平成26年 6月 1日
     足下医76 原循環器クリニック 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１ （酸単）第39005号         平成29年 4月 1日
     ０
     0465-62-5551  (0465-63-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763150,079.2 尾泉内科医院 〒250-0401 （支援診３）第205号       平成29年 4月 1日
     足下医79 足柄下郡箱根町宮城野６２２ （在医総管）第390号       平成18年 4月 1日
     0460-82-2423  （在総）第518号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764150,081.8 医療法人社団　草柳小〒259-0303
     足下医81 児科医院 足柄下郡湯河原町土肥２－５－６
     0465-63-4600  (0465-63-8689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765150,082.6 医療法人社団　山口外〒259-0313 一般         1（時間外２）第419号       平成22年 4月 1日
     足下医82 科医院 足柄下郡湯河原町鍛冶屋１９３ （ニコ）第99号            平成29年 7月 1日
     0465-62-7131  （支援診３）第421号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第1298号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第654号       平成18年 4月 1日
     （在総）第680号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39006号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766150,083.4 医療法人社団　川﨑内〒259-0301 （時間外２）第649号       平成22年 4月 1日
     足下医83 科医院 足柄下郡湯河原町中央１－１１－ （地包加）第207号         平成29年 4月 1日
     ５ （外後発使）第217号       平成28年11月 1日
     0465-63-3605  (0465-63-4085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767150,084.2 医療法人社団　仙石原〒250-0631 （ニコ）第693号           平成29年 7月 1日
     足下医84 永井医院 足柄下郡箱根町仙石原９８４ （酸単）第39007号         平成29年 4月 1日
     0460-84-8295  (0460-84-9271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768150,085.9 土屋医院 〒250-0311 （がん指）第1287号        平成28年 9月 1日
     足下医85 足柄下郡箱根町湯本６１３ （酸単）第39008号         平成29年 4月 1日
     0460-85-5034  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769150,089.1 後藤耳鼻咽喉科クリニ〒259-0301 （高）第85号              平成10年10月 1日
     足下医89 ック 足柄下郡湯河原町中央２－５－６
     0465-62-8777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770150,091.7 医療法人社団　恵泉会〒259-0303 （時間外２）第367号       平成22年 4月 1日
     足下医91 　ゆが原整形クリニッ足柄下郡湯河原町土肥４－１－２ （在医総管）第392号       平成20年 3月 1日
     ク ３ （酸単）第39009号         平成29年 4月 1日
     0465-64-0632  (0465-64-0653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771150,092.5 耳鼻咽喉科　北澤医院〒259-0303
     足下医92 足柄下郡湯河原町土肥２－７－１
     ３
     0465-62-4133  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  264

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1772150,093.3 郷医院箱根小涌園診療〒250-0407 （１７５）第397号         平成14年 4月 1日
     足下医93 所 足柄下郡箱根町二ノ平１２７４－
     ８４
     0460-82-2672  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773150,098.2 中川整形外科医院 〒259-0301 （運Ⅱ）第185号           平成18年 4月 1日
     足下医98 足柄下郡湯河原町中央２－１３－ （酸単）第39010号         平成29年 4月 1日
     ３
     0465-63-5620  (0465-63-5620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774150,100.6 こまつクリニック 〒259-0314 （がん指）第453号         平成24年 5月 1日
     足下医100 足柄下郡湯河原町宮上５０－８
     0465-60-1415  (0465-60-1414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775150,101.4 川越内科クリニック 〒259-0303
     足下医101 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１
     ０一福堂第ニビル４Ｆ
     0465-60-3830  (0465-63-5202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776150,103.0 医療法人財団玉川会　〒250-0408
     足下医103 箱根強羅クリニック 足柄下郡箱根町強羅１３２０－１
     ２５７
     0460-82-1531  (0460-6-1540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777150,104.8 仙石原クリニック 〒250-0631
     足下医104 足柄下郡箱根町仙石原１２４５－
     ６５８シャトージャスパー３０１
     0460-4-7622   (0460-4-7622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778150,105.5 山﨑小児科医院 〒259-0303 （１７５）第393号         平成17年 1月26日
     足下医105 足柄下郡湯河原町土肥１－１４－
     ４
     0465-62-7361  (0465-62-3116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779150,106.3 内藤皮ふ科 〒259-0303
     足下医106 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１
     ０一福堂第二ビル２Ｆ
     0465-60-0808  (0465-60-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780150,107.1 箱根老人ホーム医務室〒250-0401 （酸単）第39011号         平成29年 4月 1日
     足下医107 足柄下郡箱根町宮城野５８
     0460-87-0052  (0460-87-0053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781150,108.9 五十子内科医院 〒259-0303
     足下医108 足柄下郡湯河原町土肥２－１３－
     １９
     0465-62-3475  (0465-60-2803)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  265

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1782150,112.1 ＹＫいわさきクリニッ〒259-0301 （ニコ）第1293号          平成29年 8月 1日
     足下医112 ク 足柄下郡湯河原町中央１－２２－ （支援診３）第669号       平成29年 4月 1日
     ７ （がん指）第454号         平成24年 5月 1日
     0465-60-0788  (0465-60-0787) （在医総管）第1120号      平成20年 8月 1日
     （在総）第863号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783150,116.2 朝倉医院 〒259-0202
     足下医116 足柄下郡真鶴町岩１４３－１
     0465-68-0700  (0465-68-0366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784150,117.0 元箱根木村医院 〒250-0522 （ニコ）第764号           平成29年 6月 1日
     足下医117 足柄下郡箱根町元箱根６３ （在医総管）第1436号      平成23年 7月 1日
     0460-85-1117  (0460-85-1118) （外後発使）第162号       平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785150,118.8 くりはら眼科 〒259-0302 （コン１）第574号         平成29年 3月 1日
     足下医118 足柄下郡湯河原町門川４４１－１
     ジャンボー湯河原１Ｆ
     0465-60-4040  (0465-60-4041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786150,120.4 湯河原クリニック 〒259-0312 （支援診２）第258号       平成29年 2月 1日
     足下医120 足柄下郡湯河原町吉浜１９１７－ （在医総管）第1741号      平成26年 2月 1日
     １ （在総）第1270号          平成26年 2月 1日
     0465-43-8750  (0465-43-8751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787151,000.7 湯河原ホームクリニッ〒259-0303 （時間外１）第377号       平成25年11月 1日
     足下医1000 ク 足柄下郡湯河原町土肥３－８－１ （支援診２）第235号       平成29年 4月 1日
     パークヴィラ湯河原１０１ （在医総管）第1709号      平成25年11月 1日
     0465-43-9631  (0465-43-9632) （在総）第1239号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788151,001.5 浜辺の診療所 〒259-0312 （酸単）第39012号         平成29年 4月 1日
     足下医1001 足柄下郡湯河原町吉浜１２０－５
     　
     0465-64-1600  (0465-43-8860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789151,002.3 まなづる大道クリニッ〒259-0201 （時間外２）第1348号      平成29年 6月 1日
     足下医1002 ク 足柄下郡真鶴町真鶴４２２－５ （ニコ）第1294号          平成29年 7月 1日
     0465-43-8385  (0465-43-8386) （支援診３）第1365号      平成29年 5月 1日
     （在医総管）第2098号      平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790160,019.6 岡本医院 〒243-0307 一般         6（ＨＰＶ）第112号         平成22年 4月 1日
     愛医19 愛甲郡愛川町半原４４３１ （１７５）第43号          平成14年 4月 1日
     0462-81-0114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791160,024.6 清川村宮ケ瀬診療所 〒243-0111 （１７５）第2548号        平成14年 5月 1日
     愛医24 愛甲郡清川村宮ケ瀬９７１－５３
     046-288-1291  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  266

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1792160,027.9 関根医院 〒243-0301 （時間外３）第4号         平成24年 4月 1日
     愛医27 愛甲郡愛川町角田１３４５－１ （がん指）第773号         平成24年 5月 1日
     046-286-5431  （在医総管）第1981号      平成28年 4月 1日
     （酸単）第40539号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793160,028.7 中村整形外科 〒243-0301 （運Ⅱ）第348号           平成18年12月 1日
     愛医28 愛甲郡愛川町角田１５７－１
     046-286-7400  (046-286-7402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794160,029.5 和田整形外科医院 〒243-0301
     愛医29 愛甲郡愛川町角田２３０－５
     0462-86-7751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795160,030.3 医療法人社団　増田厚〒243-0112 精神       325（精神入院）第2123号      平成19年 1月 1日
     愛医30 生会　清川遠寿病院 愛甲郡清川村煤ケ谷３４１４ （看補）第1168号          平成14年11月 1日
     046-288-1511  （精合併加算）第7号       平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第19号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第23号        平成28年 4月 1日
     （精療）第15号            平成26年 4月 1日
     （食）第460号             平成 7年 2月 1日
     （薬）第182号             平成10年 4月 1日
     （精）第46号              平成14年 5月 1日
     （医療保護）第6号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第40434号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796160,031.1 熊坂外科呼吸器科医院〒243-0303 （がん指）第739号         平成24年 5月 1日
     愛医31 愛甲郡愛川町中津７４１７ （酸単）第40569号         平成29年 4月 1日
     0462-85-1139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797160,032.9 和田医院 〒243-0306 （喘管）第52号            平成20年 4月 1日
     愛医32 愛甲郡愛川町田代１０８ （がん指）第742号         平成24年 5月 1日
     0462-81-3688  （在医総管）第904号       平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798160,034.5 ユノクリニック 〒243-0303 （短手１）第2号           平成14年 4月 1日
     愛医34 愛甲郡愛川町中津８１８－１ （コン１）第232号         平成29年 4月 1日
     046-284-2111  (046-284-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799160,035.2 河野内科医院 〒243-0301
     愛医35 愛甲郡愛川町角田２７４
     046-286-7700  (046-285-0182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800160,041.0 石井医院 〒243-0307
     愛医41 愛甲郡愛川町半原２２６６－１
     046-281-2105  (046-281-1040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  267

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1801160,042.8 あいはら耳鼻咽喉科 〒243-0303
     愛医42 愛甲郡愛川町中津１４７１長嶋ビ
     ル１階１号室
     046-285-7701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802160,046.9 愛川北部病院 〒243-0301 一般       100（一般入院）第1724号      平成28年10月 1日
     愛医46 愛甲郡愛川町角田２８１－１ 療養        50（療養入院）第419号       平成26年 4月 1日
     046-284-2121  (046-284-2345) （診療録２）第159号       平成21年 6月 1日
     （事補１）第78号          平成29年 2月 1日
     （急性看補）第140号       平成28年10月 1日
     （療）第124号             平成26年11月 1日
     （重）第207号             平成26年 6月 1日
     （療養１）第103号         平成21年 7月 1日
     （後発使１）第16号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第127号       平成27年 4月 1日
     （地包ケア１）第7号       平成26年 5月 1日
     （食）第636号             平成21年 5月 1日
     （薬）第360号             平成27年 3月 1日
     （支援病３）第29号        平成25年 1月 1日
     （在医総管）第1601号      平成25年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第633号         平成24年10月 1日
     （菌）第149号             平成27年 2月 1日
     （脳Ⅱ）第279号           平成22年11月 1日
     （運Ⅰ）第160号           平成22年11月 1日
     （呼Ⅰ）第226号           平成30年 1月 1日
     （ペ）第170号             平成21年 5月 1日
     （胃瘻造）第85号          平成26年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第59号        平成26年 5月 1日
     （酸単）第39013号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803160,048.5 八木クリニック 〒243-0307 （ニコ）第694号           平成29年 5月 1日
     愛医48 愛甲郡愛川町半原２７２４－１ （支援診３）第868号       平成29年 3月 1日
     046-280-1888  (046-280-1880) （在診実１）第58号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第738号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1346号      平成22年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第448号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第40585号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804160,049.3 あいかわ皮ふ科 〒243-0303
     愛医49 愛甲郡愛川町中津９７３－２
     046-285-8536  (046-285-8537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805160,050.1 愛川クリニック 〒243-0303 （糖管）第192号           平成25年 6月 1日
     愛医50 愛甲郡愛川町中津２０３５－１ （透析水２）第155号       平成25年 9月 1日
     046-284-5225  (046-284-2772) （肢梢）第194号           平成30年 2月 1日
     （酸単）第40408号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  268

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1806161,001.3 さくらクリニック 〒243-0303
     愛医1001 愛甲郡愛川町中津１８１４－１
     046-284-1002  (046-284-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807161,002.1 あいかわ心療クリニッ〒243-0303
     愛医1002 ク 愛甲郡愛川町中津１７１８－１０
     046-285-7871  (046-285-7872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808161,003.9 愛川つつじ内科 〒243-0303 （糖防管）第85号          平成29年 5月 1日
     愛医1003 愛甲郡愛川町中津３３９４－１ （ニコ）第1189号          平成29年 7月 1日
     046-284-3838  (046-284-3837) （酸単）第40613号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  269

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1809190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-8558 一般       732（病初診）第30号          平成22年 4月 1日
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 精神        10（外来環）第77号          平成20年 4月 1日
     横須医9 0468-22-2710  （歯特連）第9号           平成22年 4月 1日
     （一般入院）第1722号      平成29年 9月 1日
     （精神入院）第2180号      平成29年 4月 1日
     （総合１）第3号           平成29年 4月 1日
     （超急性期）第9号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第52号        平成14年 4月 1日
     （事補１）第65号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第57号        平成27年 5月 1日
     （看夜配）第13号          平成28年 4月 1日
     （看配）第1288号          平成29年 4月 1日
     （看補）第1554号          平成29年 4月 1日
     （療）第116号             平成29年 9月 1日
     （重）第154号             平成29年 9月 1日
     （無菌１）第21号          平成26年 8月 1日
     （緩診）第37号            平成29年 5月 1日
     （精リエ）第11号          平成27年 6月 1日
     （栄養チ）第82号          平成27年10月 1日
     （医療安全１）第32号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第37号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第94号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第46号        平成24年 7月 1日
     （ハイ妊娠）第16号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第65号        平成22年 4月 1日
     （総合評価）第135号       平成29年 8月 1日
     （後発使１）第79号        平成29年 3月 1日
     （病棟薬１）第94号        平成27年11月 1日
     （病棟薬２）第13号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第63号        平成24年10月 1日
     （退支）第25号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第117号         平成29年 6月 1日
     （精疾診）第19号          平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第4号         平成20年 5月 1日
     （救１）第5号             平成26年 1月 1日
     （集３）第124号           平成29年 9月 1日
     （ハイケア１）第9号       平成26年 7月 1日
     （新２）第10号            平成26年12月 1日
     （小入４）第65号          平成28年 4月 1日
     （食）第64号              昭和33年10月 1日
     （高）第89号              平成11年 1月 1日
     （糖管）第17号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第79号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第23号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第36号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第17号        平成26年 4月 1日
     （外緩）第24号            平成29年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  270

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （糖防管）第58号          平成24年 9月 1日
     （トリ）第50号            平成24年 6月 1日
     （ニコ）第170号           平成29年 7月 1日
     （がん計）第4号           平成22年 4月 1日
     （肝炎）第77号            平成22年 4月 1日
     （薬）第175号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第23号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第32号          平成22年10月 1日
     （医管）第441号           平成18年 4月 1日
     （持血測）第7号           平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第167号         平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第235号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第18号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第17号            平成22年 4月 1日
     （国標）第3号             平成28年 4月 1日
     （血内）第46号            平成24年11月 1日
     （歩行）第37号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第22号          平成24年 4月 1日
     （神経）第211号           平成24年12月 1日
     （小検）第85号            平成26年 8月 1日
     （誘発）第26号            平成22年 4月 1日
     （画１）第4号             平成14年 4月 1日
     （画２）第82号            平成20年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第605号         平成24年 8月 1日
     （冠動Ｃ）第21号          平成20年 7月 1日
     （外傷Ｃ）第5号           平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第33号          平成20年 7月 1日
     （乳房Ｍ）第17号          平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第46号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第27号          平成23年 1月 1日
     （菌）第35号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第27号            平成24年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第30号            平成24年 6月 1日
     （運Ⅰ）第130号           平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第60号            平成24年 6月 1日
     （がんリハ）第24号        平成25年 5月 1日
     （歯リハ２）第33号        平成26年 4月 1日
     （急精支）第2号           平成29年 4月 1日
     （医療保護）第73号        平成29年 4月 1日
     （医処休）第17号          平成26年 5月 1日
     （医処外）第17号          平成26年 5月 1日
     （医処深）第17号          平成26年 5月 1日
     （透析水２）第210号       平成27年 9月 1日
     （手顕微加）第31号        平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2133号      平成27年10月 1日
     （組再乳）第21号          平成26年 6月 1日
     （内鼻Ⅴ）第14号          平成27年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  271

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （乳セ１）第34号          平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第34号          平成22年 4月 1日
     （ゲル乳再）第21号        平成26年 6月 1日
     （肺腫）第6号             平成28年 4月 1日
     （経特）第5号             平成25年 8月 1日
     （経中）第48号            平成24年12月 1日
     （ペ）第164号             平成20年 7月 1日
     （両ペ）第1号             平成16年 4月 1日
     （除）第5号               平成27年 2月 1日
     （両除）第29号            平成22年11月 1日
     （大）第8号               平成10年 4月 1日
     （胆腫）第15号            平成28年 4月 1日
     （腹肝）第4号             平成28年 4月 1日
     （腹膵切）第18号          平成24年 6月 1日
     （早大腸）第19号          平成24年 4月 1日
     （腎）第1号               昭和63年 4月 1日
     （腹膀）第17号            平成28年10月 1日
     （人工尿）第12号          平成30年 3月 1日
     （腹前）第4号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第17号        平成29年 4月 1日
     （腹仙骨固）第3号         平成28年 4月 1日
     （腹子）第21号            平成29年 4月 1日
     （医手休）第19号          平成26年 5月 1日
     （医手外）第19号          平成26年 5月 1日
     （医手深）第19号          平成26年 5月 1日
     （胃瘻造）第108号         平成27年 2月 1日
     （輸血Ｉ）第23号          平成19年 2月 1日
     （輸適）第47号            平成24年 4月 1日
     （貯輸）第7号             平成26年 7月 1日
     （造設前）第94号          平成28年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第76号        平成27年 2月 1日
     （ＧＴＲ）第214号         平成20年 4月 1日
     （人工歯根）第9号         平成24年 4月 1日
     （根切顕微）第63号        平成28年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第18号          平成 8年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第18号          平成22年 4月 1日
     （放専）第42号            平成22年 5月 1日
     （外放）第32号            平成22年 5月 1日
     （高放）第127号           平成22年 8月 1日
     （増線）第19号            平成26年 4月 1日
     （画誘）第11号            平成22年 8月 1日
     （直放）第15号            平成22年 8月 1日
     （病理診１）第25号        平成24年 4月 1日
     （口病診１）第3号         平成26年 4月 1日
     （補管）第2281号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39014号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  272

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1810190,028.1 社会福祉法人恩賜財団〒238-0032 一般        19（時間外１）第141号       平成24年 4月 1日
     横須医28 神奈川県同胞援護会　横須賀市平作８－１４－１ （地包加）第293号         平成28年 8月 1日
     衣笠診療所 0468-51-2137  （診入院）第586号         平成26年 4月 1日
     （診入帰）第1号           平成28年 4月 1日
     （退支）第121号           平成24年 4月 1日
     （食）第654号             平成22年 8月 1日
     （支援診３）第439号       平成29年 3月 1日
     （在医総管）第839号       平成18年 6月 1日
     （神経）第105号           平成20年 6月 1日
     （１７５）第429号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39015号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811190,043.0 医療法人新医会　鈴木〒238-0007 一般         1（時間外２）第507号       平成22年 4月 1日
     横須医43 クリニック 横須賀市若松町３－１０ （ニコ）第133号           平成29年 6月 1日
     0468-22-0978  （がん指）第269号         平成23年 9月 1日
     （酸単）第40600号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812190,065.3 神奈川みなみ医療生活〒238-0032 （時間外２）第820号       平成22年 8月 1日
     横須医65 協同組合　衣笠診療所横須賀市平作７－１０－２７ （地包加）第161号         平成26年 4月 1日
     0468-51-1062  (046-853-2529) （支援診２）第204号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第270号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第52号        平成18年 4月 1日
     （在総）第806号           平成20年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第728号         平成24年11月 1日
     （酸単）第40590号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813190,091.9 池田医院 〒239-0808 （１７５）第438号         平成14年 4月 1日
     横須医91 横須賀市大津町３－９－１
     0468-36-3603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814190,118.0 医療法人厚仁会　伊藤〒238-0042 （時間外２）第369号       平成22年 4月 1日
     横須医118 診療所 横須賀市汐入町２－３８ （在医総管）第53号        平成18年 4月 1日
     0468-22-0032  （運Ⅱ）第15号            平成18年 4月 1日
     （１７５）第99号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  273

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1815190,132.1 社会福祉法人　日本医〒238-0026 一般       251（一般入院）第1339号      平成28年10月 1日
     横須医132 療伝道会　衣笠病院 横須賀市小矢部２－２３－１ （診療録１）第70号        平成28年 8月 1日
     0468-52-1182  （事補２）第94号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第71号        平成28年10月 1日
     （看夜配）第64号          平成28年 8月 1日
     （医療安全１）第5号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第35号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第88号          平成24年 4月 1日
     （データ提）第59号        平成24年10月 1日
     （退支）第126号           平成28年 7月 1日
     （認ケア）第30号          平成28年 9月 1日
     （回１）第36号            平成29年 8月 1日
     （地包ケア１）第21号      平成30年 2月 1日
     （緩）第3号               平成23年 4月 1日
     （食）第69号              昭和33年10月 1日
     （がん疼）第92号          平成22年 5月 1日
     （糖防管）第73号          平成27年 2月 1日
     （がん指）第380号         平成24年 3月 1日
     （薬）第45号              平成 6年 5月 1日
     （機安１）第155号         平成24年 4月 1日
     （在看）第15号            平成24年 6月 1日
     （在後病）第8号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第20号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第25号            平成20年 4月 1日
     （コン１）第387号         平成29年 4月 1日
     （誘発）第33号            平成24年 4月 1日
     （画１）第18号            平成14年 4月 1日
     （画２）第46号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第598号         平成26年 4月 1日
     （抗悪処方）第55号        平成22年 5月 1日
     （外化１）第16号          平成24年 4月 1日
     （菌）第78号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第7号             平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第145号           平成22年 4月 1日
     （胃瘻造）第95号          平成26年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第121号         平成26年 4月 1日
     （輸適）第102号           平成26年 4月 1日
     （造設前）第57号          平成24年12月 1日
     （胃瘻造嚥）第65号        平成26年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第9号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39016号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  274

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1816190,135.4 聖ヨゼフ病院 〒238-0018 一般       135（一般入院）第1344号      平成29年11月 1日
     横須医135 横須賀市緑が丘２８ 療養        47（療養入院）第353号       平成29年 4月 1日
     0468-22-2134  （診療録１）第79号        平成29年10月 1日
     （急性看補）第70号        平成28年10月 1日
     （医療安全２）第177号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第101号     平成24年10月 1日
     （総合評価）第87号        平成24年 8月 1日
     （後発使１）第98号        平成30年 3月 1日
     （データ提）第119号       平成27年 1月 1日
     （退支）第222号           平成29年 1月 1日
     （認ケア）第139号         平成29年 9月 1日
     （地包ケア１）第32号      平成30年 1月 1日
     （食）第68号              昭和33年10月 1日
     （薬）第108号             平成 7年 7月 1日
     （在医総管）第740号       平成18年 5月 1日
     （検Ⅰ）第137号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第26号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第609号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第80号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第135号           平成22年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第48号          平成18年12月 1日
     （輸適）第48号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第39017号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817190,138.8 神奈川後保護施設附属〒238-0047 （１７５）第2764号        平成14年 5月 1日
     横須医138 診療所 横須賀市吉倉町１丁目無番地
     046-822-2824  (046-825-3917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818190,157.8 駐留軍要員健康保険組〒238-0001 （１７５）第2845号        平成14年 6月 1日
     横須医157 合　米海軍横須賀基地横須賀市泊町１　米海軍横須賀基
     診療所 地内Ｂ－６８
     0468-22-2321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  275

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1819190,221.2 横須賀市立市民病院 〒240-0195 一般       476（外来環）第119号         平成20年 4月 1日
     (196,221.6) 横須賀市長坂１－３－２ 一般（感染） （一般入院）第1342号      平成29年 1月 1日
     横須医221 0468-56-3136  (046-858-1776)              6（診療録２）第55号        平成14年 4月 1日
     （事補２）第40号          平成27年 2月 1日
     （急性看補）第62号        平成29年 7月 1日
     （重）第126号             平成13年10月 1日
     （無菌２）第26号          平成25年 5月 1日
     （医療安全１）第254号     平成27年 4月 1日
     （感染防止１）第64号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第91号          平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第30号        平成24年 4月 1日
     （病棟薬２）第14号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第62号        平成24年10月 1日
     （退支）第220号           平成29年 7月 1日
     （精疾診）第36号          平成28年 8月 1日
     （集１）第5号             平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第5号       平成27年 8月 1日
     （地包ケア１）第68号      平成29年 1月 1日
     （短手１）第49号          平成28年 7月 1日
     （短手２）第19号          平成29年 7月 1日
     （食）第203号             昭和41年 7月 1日
     （高）第20号              平成 6年 5月 1日
     （喘管）第74号            平成25年 5月 1日
     （糖管）第19号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第85号          平成23年 4月 1日
     （がん指１）第80号        平成27年 6月 1日
     （がん指２）第64号        平成27年 6月 1日
     （がん指３）第29号        平成27年 6月 1日
     （糖防管）第32号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第30号            平成24年 4月 1日
     （ニコ）第316号           平成29年 7月 1日
     （開）第52号              平成22年11月 1日
     （肝炎）第81号            平成22年 4月 1日
     （薬）第41号              平成22年 7月 1日
     （機安１）第24号          平成20年 4月 1日
     （在看）第12号            平成24年 4月 1日
     （在後病）第4号           平成26年 4月 1日
     （在血液）第20号          平成29年 8月 1日
     （持血測）第40号          平成29年 1月 1日
     （ＨＰＶ）第316号         平成24年 2月 1日
     （検Ⅰ）第84号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第59号            平成29年 7月 1日
     （歩行）第36号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第21号          平成24年 4月 1日
     （神経）第109号           平成20年 6月 1日
     （補聴）第37号            平成20年 7月 1日
     （小検）第57号            平成22年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  276

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （誘発）第29号            平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第25号          平成28年 6月 1日
     （画１）第19号            平成14年 4月 1日
     （遠画）第59号            平成29年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第602号         平成27年 3月 1日
     （抗悪処方）第49号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第40号          平成20年 4月 1日
     （菌）第58号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第32号            平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第124号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第136号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第117号           平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第55号        平成27年 4月 1日
     （歯リハ２）第258号       平成26年 7月 1日
     （透析水２）第52号        平成24年 4月 1日
     （自家）第10号            平成27年 8月 1日
     （乳セ２）第50号          平成23年 1月 1日
     （ペ）第20号              平成10年 4月 1日
     （大）第9号               平成10年 4月 1日
     （早大腸）第44号          平成25年11月 1日
     （腎）第71号              平成28年11月 1日
     （輸血Ⅱ）第137号         平成29年11月 1日
     （輸適）第46号            平成29年11月 1日
     （造設前）第32号          平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第43号          平成 8年 6月 1日
     （高放）第95号            平成18年 4月 1日
     （病理診１）第24号        平成24年 4月 1日
     （補管）第2458号          平成 8年 4月 1日
     （矯診）第190号           平成22年 7月 1日
     （酸単）第39018号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  277

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1820190,233.7 社会福祉法人湘南福祉〒237-0067 一般       117（一般入院）第1346号      平成24年 9月 1日
     (196,233.1) 協会　総合病院湘南病横須賀市鷹取１－１－１ 精神       120（療養入院）第306号       平成26年 6月 1日
     横須医233 院 046-865-4105  (046-866-4584) 療養        50（精神入院）第2161号      平成24年 4月 1日
     （看補）第261号           平成26年10月 1日
     （療養１）第52号          平成18年 4月 1日
     （精入学）第12号          平成20年 4月 1日
     （精合併加算）第44号      平成21年11月 1日
     （医療安全２）第224号     平成24年 4月 1日
     （感染防止２）第57号      平成24年 4月 1日
     （精救急受入）第18号      平成24年 4月 1日
     （退支）第129号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第99号          平成29年 1月 1日
     （精療）第36号            平成26年 4月 1日
     （食）第196号             昭和40年 2月 1日
     （がん疼）第276号         平成26年 9月 1日
     （ニコ）第582号           平成29年 6月 1日
     （がん指）第171号         平成23年 3月 1日
     （検Ⅰ）第145号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第27号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第604号         平成29年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第323号           平成25年 5月 1日
     （運Ⅰ）第172号           平成23年 9月 1日
     （呼Ⅰ）第20号            平成18年 4月 1日
     （精）第42号              平成12年 7月 1日
     （ショ大）第29号          平成19年 9月 1日
     （デ大）第28号            平成11年 6月 1日
     （医療保護）第50号        平成16年11月 1日
     （ペ）第163号             平成20年 4月 1日
     （胃瘻造）第100号         平成26年 9月 1日
     （輸血Ⅱ）第117号         平成25年11月 1日
     （輸適）第93号            平成25年11月 1日
     （胃瘻造嚥）第68号        平成26年 9月 1日
     （補管）第2295号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39019号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821190,234.5 東京医院 〒239-0815
     横須医234 横須賀市浦上台３－３０－１
     0468-41-6009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822190,262.6 森崎中央診療所 〒238-0023 （在医総管）第55号        平成18年 4月 1日
     横須医262 横須賀市森崎３－１２－１８
     0468-36-4624  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823190,291.5 毛利医院 〒238-0042
     横須医291 横須賀市汐入町２－３６
     0468-22-0462  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  278

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1824190,305.3 横須賀老人ホーム附属〒239-0841 一般        10（診入院）第584号         平成22年 4月 1日
     横須医305 診療所 横須賀市野比５－５－６ （酸単）第40403号         平成29年 4月 1日
     0468-48-1761  (046-848-6866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825190,306.1 社会福祉法人　阿部睦〒238-0031 一般        19（診入院）第576号         平成22年 4月 1日
     (196,306.5) 会　共楽荘診療所 横須賀市衣笠栄町４－１４
     横須医306 0468-51-1904  (046-851-1914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826190,325.1 田中医院 〒239-0845 （１７５）第2550号        平成14年 5月 1日
     横須医325 横須賀市粟田２－２７－１７
     0468-48-8084  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827190,326.9 湘南内科医院 〒238-0006 （ニコ）第272号           平成29年 7月 1日
     横須医326 横須賀市日の出町１－７ （がん指）第384号         平成24年 3月 1日
     0468-22-1034  (046-822-0755) （在医総管）第58号        平成18年 4月 1日
     （画１）第24号            平成14年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第761号         平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828190,329.3 三上医院 〒238-0012 （ニコ）第627号           平成29年 7月 1日
     横須医329 横須賀市安浦町２－２ （がん指）第271号         平成23年 9月 1日
     0468-22-0750  （１７５）第480号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39020号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829190,332.7 吉川外科胃腸科医院 〒238-0024 （がん指）第385号         平成24年 3月 1日
     横須医332 横須賀市大矢部３－１－１８
     0468-36-7887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830190,333.5 トクダ眼科医院 〒238-0042 （時間外２）第255号       平成22年 4月 1日
     横須医333 横須賀市汐入町５－１ （コン１）第37号          平成29年 3月 1日
     0468-22-2624  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831190,334.3 観音崎診療所 〒239-0813 （１７５）第44号          平成14年 4月 1日
     横須医334 横須賀市鴨居３－８０－１
     0468-42-2951  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832190,345.9 山 内科クリニック 〒238-0004 （がん指）第272号         平成23年 9月 1日
     横須医345 横須賀市小川町２３－１三笠ハイ
     ツ１０１号
     0468-26-3696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833190,348.3 横須賀市救急医療セン〒238-0005 （小夜１）第56号          平成26年 4月 1日
     横須医348 ター 横須賀市新港町１－１１ （夜）第23号              平成26年 4月 1日
     046-824-3181  (046-825-7581) （トリ）第64号            平成26年 4月 1日
     （酸単）第39021号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  279

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1834190,354.1 中村内科医院 〒239-0833 （時間外２）第990号       平成24年 4月 1日
     横須医354 横須賀市ハイランド１－３７－３ （１７５）第488号         平成14年 4月 1日
     0468-49-3635  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835190,357.4 中村外科胃腸科医院 〒238-0014 （がん指）第386号         平成24年 3月 1日
     横須医357 横須賀市三春町３－１９－２
     0468-27-2122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836190,369.9 小泉内科 〒238-0035 （がん指）第387号         平成24年 3月 1日
     横須医369 横須賀市池上２－１０－１４
     0468-53-8778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837190,370.7 中村皮膚科 〒240-0104 （１７５）第496号         平成14年 4月 1日
     横須医370 横須賀市芦名２－１－２
     0468-57-5775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838190,372.3 國立クリニック 〒239-0833 （時間外２）第292号       平成22年 4月 1日
     横須医372 横須賀市ハイランド３－２７ー３ （ＨＰＶ）第114号         平成22年 4月 1日
     １ （１７５）第499号         平成14年 4月 1日
     0468-49-3060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839190,376.4 桜が丘診療所 〒239-0803 （ＨＰＶ）第364号         平成26年 5月 1日
     横須医376 横須賀市桜が丘１－７－１８ （１７５）第3044号        平成26年 5月 1日
     046-835-5330  (046-835-5330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840190,379.8 長岡皮膚科医院 〒237-0068
     横須医379 横須賀市追浜本町１－１－３５
     0468-66-0135  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841190,382.2 安島医院 〒238-0032
     横須医382 横須賀市平作５－２９－２０
     0468-53-6699  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842190,384.8 村瀬眼科医院 〒238-0031 （コン１）第541号         平成29年 3月 1日
     横須医384 横須賀市衣笠栄町１－１２　モン
     テエスカリエ１－Ａ
     046-853-8335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843190,388.9 公郷医院 〒238-0022
     横須医388 横須賀市公郷町５－３２－１４
     0468-52-0225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844190,389.7 北久里浜医院 〒239-0807 （時間外２）第332号       平成22年 4月 1日
     横須医389 横須賀市根岸町３－２－１５
     0468-35-3377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  280

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1845190,394.7 伊藤クリニック 〒237-0068
     横須医394 横須賀市追浜本町２の３３
     0468-65-9700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846190,395.4 妹尾内科医院 〒238-0022 （時間外２）第1157号      平成26年 4月 1日
     横須医395 横須賀市公郷町１－５８－４ （地包加）第158号         平成29年 6月 1日
     0468-53-9092  （がん指）第274号         平成23年 9月 1日
     （酸単）第39022号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847190,398.8 臼井医院 〒239-0824 （がん指）第388号         平成24年 3月 1日
     横須医398 横須賀市西浦賀１－５－１０ （１７５）第508号         平成14年 4月 1日
     0468-41-0455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848190,402.8 大橋医院 〒239-0814
     横須医402 横須賀市二葉２－４０－２
     0468-42-2225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849190,405.1 橋本医院 〒237-0062 （がん指）第789号         平成24年 7月 1日
     横須医405 横須賀市浦郷町３－７５ （在医総管）第59号        平成18年 4月 1日
     0468-65-3754  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850190,419.2 田中胃腸科医院 〒238-0017 （がん指）第389号         平成24年 3月 1日
     横須医419 横須賀市上町２－４６
     0468-23-1515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851190,425.9 工藤内科クリニック 〒237-0063 （ニコ）第146号           平成29年 7月 1日
     横須医425 横須賀市追浜東町３－４２ （がん指）第275号         平成23年 9月 1日
     0468-65-1212  （在医総管）第598号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第39023号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852190,428.3 内田こどもクリニック〒238-0315 （時間外２）第213号       平成22年 4月 1日
     横須医428 横須賀市林２－１－３８
     0468-57-1330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853190,434.1 横須賀クリニック 〒238-0004 （糖管）第70号            平成20年 8月 1日
     横須医434 横須賀市小川町２４ （透析水２）第169号       平成26年 5月 1日
     046-825-8811  （肢梢）第155号           平成28年12月 1日
     （酸単）第39024号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854190,435.8 武山川辺眼科医院 〒238-0313 （コン１）第40号          平成29年 4月 1日
     横須医435 横須賀市武４－４０－４木村ビル
     ２Ｆ
     0468-57-6201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855190,436.6 湘南グリーンクリニッ〒238-0024 （歯援診）第140号         平成29年 4月 1日
     (196,436.0) ク 横須賀市大矢部３－１－２５ （歯技工）第54号          平成22年 4月 1日
     横須医436 046-834-8991  (046-834-8101) （補管）第2387号          平成 8年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  281

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1856190,437.4 峯村皮膚科クリニック〒238-0008
     横須医437 横須賀市大滝町２－４山本ビル５
     Ｆ
     0468-27-2919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857190,440.8 遠藤胃腸科外科 〒239-0841 （ニコ）第100号           平成29年 7月 1日
     横須医440 横須賀市野比１－１７－１ （がん指）第276号         平成23年 9月 1日
     0468-48-9122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858190,441.6 横須賀中央診療所 〒238-0011 （支援診３）第31号        平成29年 4月 1日
     横須医441 横須賀市米が浜通１－１８－１５ （がん指）第277号         平成23年 9月 1日
     046-823-8691  (046-823-9591) （在医総管）第61号        平成19年 2月 1日
     （在総）第392号           平成19年 2月 1日
     （酸単）第39025号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859190,445.7 医療法人社団　德田医〒239-0822 （がん指）第278号         平成23年 9月 1日
     横須医445 院 横須賀市浦賀６－１－２７ （在医総管）第62号        平成18年11月 1日
     046-841-0136  (046-846-5440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860190,446.5 医療法人社団　齋藤医〒240-0101 一般        18（在医総管）第63号        平成18年 4月 1日
     横須医446 院 横須賀市長坂２－９－２３ （１７５）第525号         平成14年 4月 1日
     0468-57-5121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861190,447.3 いぬお胃腸科外科 〒238-0031 （がん指）第99号          平成22年 7月 1日
     横須医447 横須賀市衣笠栄町１－２７三富ビ
     ル２階
     0468-52-0272  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862190,448.1 医療法人社団　山下内〒239-0842
     横須医448 科医院 横須賀市長沢１－３４－１０
     0468-49-8222  (046-849-8222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863190,450.7 中村外科整形外科 〒238-0041 （１７５）第528号         平成14年 4月 1日
     横須医450 横須賀市本町１－２３
     0468-25-7300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864190,452.3 猿田耳鼻咽喉科 〒239-0822 （高）第162号             平成18年 6月 1日
     横須医452 横須賀市浦賀５－４－３
     0468-44-1133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865190,453.1 柴崎耳鼻咽喉科医院 〒238-0315
     横須医453 横須賀市武４－４０－４木村ビル
     １Ｆ
     0468-57-7000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  282

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1866190,456.4 松本眼科医院 〒238-0007 （コン１）第43号          平成29年 4月 1日
     横須医456 横須賀市若松町１－１６鈴萬ビル
     ２Ｆ
     0468-23-8730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867190,457.2 大畑医院 〒238-0043 （時間外２）第420号       平成22年 4月 1日
     横須医457 横須賀市坂本町４－５ （地包加）第180号         平成26年 4月 1日
     046-822-1419  (046-822-6245) （ニコ）第343号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第33号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第279号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第64号        平成18年 4月 1日
     （在総）第394号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39027号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868190,458.0 小磯診療所 〒239-0813 （時間外２）第1288号      平成28年 4月 1日
     横須医458 横須賀市鴨居２－８０－９ （がん疼）第73号          平成22年 4月 1日
     046-842-9571  (046-842-9575) （小か診）第63号          平成28年 7月 1日
     （ニコ）第323号           平成29年 5月 1日
     （支援診２）第292号       平成28年 5月 1日
     （在緩診実）第18号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第62号          平成22年 6月 1日
     （在医総管）第65号        平成18年12月 1日
     （在総）第654号           平成18年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第582号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第39028号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869190,461.4 医療法人社団　原医院〒238-0034 （時間外２）第37号        平成22年 4月 1日
     横須医461 横須賀市金谷２－１－２２ （在医総管）第67号        平成18年 4月 1日
     0468-51-1310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870190,466.3 紺野内科医院 〒239-0831
     横須医466 横須賀市久里浜４－７－１５
     046-834-5885  (046-834-5885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871190,468.9 富永整形外科 〒238-0022 一般         6（診入院）第622号         平成27年12月 1日
     横須医468 横須賀市公郷町１－５５－１ （総合評価）第47号        平成20年 6月 1日
     0468-52-7711  (046-852-6202) （運Ⅱ）第307号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第39029号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872190,469.7 鈴木産科婦人科医院 〒239-0813 一般         4
     横須医469 横須賀市鴨居１－１８－１２
     0468-43-6225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873190,470.5 医療法人社団　金沢胃〒239-0831 （時間外２）第1083号      平成24年 7月 1日
     横須医470 腸科外科医院 横須賀市久里浜１－６－１ （がん指）第280号         平成23年 9月 1日
     0468-33-1173  （在医総管）第1253号      平成21年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  283

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1874190,471.3 武整形外科 〒238-0313
     横須医471 横須賀市武３－５－３６
     046-857-2000  (046-857-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875190,474.7 内出医院 〒239-0801 一般         6（時間外２）第421号       平成22年 4月 1日
     横須医474 横須賀市馬堀海岸２－２６－５ （診入院）第601号         平成22年 8月 1日
     0468-43-4886  （ＨＰＶ）第116号         平成26年 5月 1日
     （酸単）第39030号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876190,475.4 新村皮フ泌尿クリニッ〒238-0315 （在医総管）第68号        平成18年 4月 1日
     横須医475 ク 横須賀市林２－１－３２－６　　
     　　　　　　　　　
     046-857-8600  (046-857-8635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877190,476.2 今井内科クリニック 〒239-0831 （ニコ）第159号           平成29年 6月 1日
     横須医476 横須賀市久里浜２－２０－５
     046-833-9060  (046-833-9060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878190,477.0 医療法人社団聖ルカ会〒239-0841 一般        41（療養入院）第264号       平成28年10月 1日
     横須医477 　パシフィックホスピ横須賀市野比５－７－２ 療養       259（療養１）第24号          平成25年10月 1日
     タル 0468-49-1570  （感染防止２）第132号     平成27年 4月 1日
     （患サポ）第92号          平成24年 4月 1日
     （食）第480号             平成 3年 4月 1日
     （薬）第60号              平成 6年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第603号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第231号           平成20年 7月 1日
     （運Ⅰ）第231号           平成26年 9月 1日
     （酸単）第39031号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879190,478.8 田近内科循環器科 〒238-0016 （時間外２）第38号        平成22年 4月 1日
     横須医478 横須賀市深田台７６ （支援診３）第980号       平成29年 4月 1日
     0468-26-3060  （在医総管）第69号        平成18年 4月 1日
     （在総）第1153号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880190,479.6 工藤医院 〒239-0801
     横須医479 横須賀市馬堀海岸３－２６－７
     0468-43-0800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881190,480.4 いまにしクリニック 〒239-0802 （時間外２）第422号       平成22年 4月 1日
     横須医480 横須賀市馬堀町１－７－８ （地包加）第190号         平成26年 4月 1日
     046-835-0316  （がん指）第281号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第792号       平成18年 6月 1日
     （１７５）第535号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882190,481.2 西部腎クリニック 〒240-0101 （時間外２）第370号       平成22年 4月 1日
     横須医481 横須賀市長坂３丁目８番９号 （透析水２）第127号       平成24年11月 1日
     0468-57-6117  （酸単）第39032号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  284

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1883190,483.8 青山医院 〒239-0807 （がん指）第390号         平成24年 3月 1日
     横須医483 横須賀市根岸町４－１－３１
     0468-34-3873  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884190,488.7 渡辺整形外科 〒238-0031 （運Ⅱ）第18号            平成18年 4月 1日
     横須医488 横須賀市衣笠栄町１－２２－７
     0468-53-9001  (0468-53-9002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885190,489.5 医療法人恵秀会　佐々〒238-0035 （ニコ）第135号           平成29年 7月 1日
     横須医489 木医院 横須賀市池上５－８－５ （がん指）第282号         平成23年 9月 1日
     0468-51-0424  (046-851-0424) （ＨＰＶ）第233号         平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886190,494.5 藤田整形外科 〒239-0841 （時間外２）第268号       平成22年 4月 1日
     横須医494 横須賀市野比１－３９－１５ （運Ⅱ）第19号            平成18年 4月 1日
     0468-48-6551  (046-848-5544) （酸単）第39033号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887190,495.2 耳鼻咽喉科　森医院 〒238-0011 （高）第219号             平成22年 4月 1日
     横須医495 横須賀市米が浜通１－１８－１３
     　２Ｆ
     046-822-7058  (046-822-7069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888190,496.0 高レディースクリニッ〒237-0068 （ＨＰＶ）第117号         平成26年 6月 1日
     横須医496 ク 横須賀市追浜本町１－２４
     0468-66-6591  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889190,498.6 医療法人社団　吉村医〒238-0042
     横須医498 院 横須賀市汐入町３－４９
     0468-22-0855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890190,503.3 たかとり医院 〒237-0066 （がん指）第283号         平成23年 9月 1日
     横須医503 横須賀市湘南鷹取１－３３－２ （在医総管）第1183号      平成21年 3月 1日
     0468-65-9211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891190,504.1 古畑泌尿器科クリニッ〒238-0031 （がん指）第1279号        平成28年 9月 1日
     横須医504 ク 横須賀市衣笠栄町１－２７－２花 （１７５）第538号         平成14年 4月 1日
     冨ビル２Ｆ
     0468-53-7397  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892190,507.4 赤羽整形外科クリニッ〒240-0101
     横須医507 ク 横須賀市長坂２－９－３６
     0468-57-2455  (0468-57-2455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893190,508.2 げんぶん小児クリニッ〒239-0841
     横須医508 ク 横須賀市野比３－１２－９
     0468-48-5578  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  285

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1894190,512.4 久里浜眼科 〒239-0831 （短手１）第9号           平成15年11月 4日
     横須医512 横須賀市久里浜４－８－１６ （コン１）第46号          平成28年 5月 1日
     046-833-0057  (046-837-8432) （角膜切）第3号           平成24年 4月 1日
     （先１４０）第16号        平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895190,515.7 中央メンタルクリニッ〒238-0008
     横須医515 ク 横須賀市大滝町２－１１八島ビル
     ３階
     0468-27-3427  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896190,522.3 医療法人社団　新明外〒238-0034 （ニコ）第274号           平成29年 7月 1日
     横須医522 科胃腸科 横須賀市金谷２－２－１５ （がん指）第287号         平成23年 9月 1日
     0468-53-3228  (0468-53-1383) （酸単）第39034号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897190,523.1 金丸皮膚科 〒238-0007 （在医総管）第73号        平成18年 4月 1日
     横須医523 横須賀市若松町２－７
     0468-23-7728  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898190,524.9 第二湘南グリーンクリ〒238-0024 一般        19（診入院）第632号         平成26年 4月 1日
     横須医524 ニック 横須賀市大矢部５－１１－１ （食）第593号             平成18年 4月 1日
     0468-36-1350  （支援診３）第647号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第74号        平成18年 4月 1日
     （在総）第843号           平成20年 5月 1日
     （胃瘻造）第143号         平成27年 5月 1日
     （酸単）第40552号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899190,530.6 村岡クリニック 〒239-0807 （ニコ）第350号           平成29年 7月 1日
     横須医530 横須賀市根岸町２－２２－８ （がん指）第288号         平成23年 9月 1日
     0468-33-2228  （在医総管）第776号       平成18年 5月 1日
     （酸単）第39035号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900190,531.4 青葉内科クリニック 〒239-0841 （がん指）第289号         平成23年 9月 1日
     横須医531 横須賀市野比１－２５－５荒井ビ （在医総管）第75号        平成18年 4月 1日
     ル１Ｆ （神経）第159号           平成22年 4月 1日
     0468-47-1210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901190,532.2 久里浜駅前皮フ科 〒239-0831
     横須医532 横須賀市久里浜１－３－１８「サ
     ンヨービル２Ｆ」
     0468-34-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902190,535.5 医療法人　寿優会　山〒238-0313 （時間外２）第651号       平成22年 4月 1日
     横須医535 形医院 横須賀市武２－１２－３ （がん指）第290号         平成23年 9月 1日
     0468-56-1456  （在医総管）第76号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  286

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1903190,536.3 医療法人　横圭会　武〒238-0315 （時間外２）第553号       平成22年 4月 1日
     横須医536 山加藤医院 横須賀市林３－１－７ （地包加）第182号         平成26年 4月 1日
     0468-56-6636  （ニコ）第101号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第628号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第84号          平成22年 6月 1日
     （在医総管）第1057号      平成20年 4月 1日
     （在総）第823号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第583号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第39036号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904190,539.7 倉田耳鼻咽喉科 〒239-0842
     横須医539 横須賀市長沢３－３－１０
     0468-48-8741  (0468-48-1004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905190,540.5 うめざわ医院 〒239-0844 （がん指）第291号         平成23年 9月 1日
     横須医540 横須賀市岩戸２－１７－６ （在医総管）第756号       平成18年 4月 1日
     0468-48-2442  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906190,541.3 嘉山医院 〒238-0316 （ニコ）第897号           平成29年 6月 1日
     横須医541 横須賀市長井１－８－１４ （支援診３）第1122号      平成28年 4月 1日
     0468-56-1020  （がん指）第292号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第77号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907190,542.1 細岡メンタルクリニッ〒237-0064
     横須医542 ク 横須賀市追浜町３－１勝野ビル３
     Ｆ
     0468-67-3500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908190,543.9 大木医院 〒239-0833
     横須医543 横須賀市ハイランド５－２８－４
     0468-48-1919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909190,545.4 医療法人社団　久里浜〒239-0805 （ニコ）第275号           平成29年 7月 1日
     横須医545 横井クリニック 横須賀市舟倉１－３０－１２久里 （がん指）第293号         平成23年 9月 1日
     浜パークホームズ１Ｆ
     0468-33-6133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910190,549.6 萩原肛門科 〒239-0807 一般        19（診入院）第640号         平成24年 4月 1日
     横須医549 横須賀市根岸町３－４－２４
     046-834-1601  (046-837-7873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911190,550.4 佐々木Ｋクリニック 〒238-0046 （ニコ）第1205号          平成29年 7月 1日
     横須医550 横須賀市西逸見町１－５ （がん指）第391号         平成24年 3月 1日
     0468-22-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  287

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1912190,551.2 植松整形外科 〒239-0843
     横須医551 横須賀市津久井２－２４－２５－
     １
     0468-47-0313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913190,552.0 しのはら眼科 〒238-0007 （コン１）第48号          平成29年 3月 1日
     横須医552 横須賀市若松町２－５矢島ビル７
     Ｆ
     0468-24-3706  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914190,557.9 医療法人社団　光仁会〒239-0807 （時間外２）第992号       平成24年 4月 1日
     横須医557 　髙宮小児科 横須賀市根岸町４－３－２０
     046-837-7300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915190,558.7 ナーブ・ケア・クリニ〒238-0012 （ニコ）第724号           平成29年 7月 1日
     横須医558 ック 横須賀市安浦町２－１９ （支援診２）第254号       平成29年 4月 1日
     046-824-7638  (046-824-8178) （がん指）第294号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第1058号      平成20年 4月 1日
     （在総）第1263号          平成26年 3月 1日
     （神経）第35号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第787号         平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916190,564.5 小倉医院 〒239-0843 （ニコ）第642号           平成29年 7月 1日
     横須医564 横須賀市津久井２－１７－２１ （がん指）第295号         平成23年 9月 1日
     0468-48-0290  (046-848-0297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917190,569.4 かねこ耳鼻咽喉科 〒238-0031 （時間外３）第5号         平成24年 4月 1日
     横須医569 横須賀市衣笠栄町３－２－２エス
     ケイビル２Ｆ
     0468-52-4187  (0468-52-4187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918190,572.8 くどう小児科クリニッ〒239-0831
     横須医572 ク 横須賀市久里浜１－６－１
     0468-35-1855  (0468-35-1855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919190,575.1 野村内科クリニック 〒238-0315 （時間外２）第555号       平成22年 4月 1日
     横須医575 横須賀市林１－２３－６ （地包加）第299号         平成29年 3月 1日
     0468-58-1371  (0468-56-9628) （がん疼）第174号         平成24年 4月 1日
     （ニコ）第48号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第37号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第55号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第296号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第79号        平成18年 4月 1日
     （在総）第396号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  288

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1920190,576.9 堀ノ内眼科診療所 〒238-0014 （１７５）第543号         平成14年 4月 1日
     横須医576 横須賀市三春町３－３０
     0468-28-3234  (0468-28-3234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921190,579.3 稲田内科 〒239-0807 （ニコ）第212号           平成29年 7月 1日
     横須医579 横須賀市根岸町２－３１－１３ナ （がん指）第297号         平成23年 9月 1日
     ヴィール北久里浜２Ｆ （歩行）第77号            平成26年12月 1日
     0468-36-9665  (0468-36-9665) （酸単）第39037号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922190,580.1 あつみ内科 〒237-0076 （在医総管）第80号        平成18年 4月 1日
     横須医580 横須賀市船越町１－４３
     0468-60-1058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923190,581.9 すぎもとクリニック 〒237-0068
     横須医581 横須賀市追浜本町１－１－３５ツ
     バサビル４Ｆ
     046-866-3221  (0468-69-1588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924190,582.7 みはる内科クリニック〒238-0014
     横須医582 横須賀市三春町３－４６
     0468-28-3262  (0468-28-3263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925190,586.8 いいだクリニック 〒238-0046 （がん指）第392号         平成24年 3月 1日
     横須医586 横須賀市西逸見町１－５－２シュ （酸単）第39038号         平成29年 4月 1日
     ウセイビル３Ｆ
     0468-23-1101  (0468-23-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926190,587.6 コスモス皮膚科 〒239-0831
     横須医587 横須賀市久里浜４－１５－７ＫＨ
     ビル１Ｆ
     046-833-5501  (046-833-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927190,588.4 中央内科クリニック 〒238-0007 （がん指）第298号         平成23年 9月 1日
     横須医588 横須賀市若松町２－７藤田ビル４
     Ｆ
     046-822-6859  (046-822-6862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928190,589.2 三屋内科 〒239-0831 （支援診３）第391号       平成29年 4月 1日
     横須医589 横須賀市久里浜１－３－１８サン （がん指）第393号         平成24年 3月 1日
     ヨービル４Ｆ （在医総管）第653号       平成18年 4月 1日
     046-830-1822  (046-822-6862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929190,592.6 医療法人社団　金子整〒239-0821 （時間外２）第993号       平成24年 4月 1日
     横須医592 形外科 横須賀市東浦賀町１－１－１ＷＡ （外後発使）第205号       平成28年 9月 1日
     ＴＡＮＡＢＥ　Ｏｎｅ’ｓビル５
     Ｆ
     046-843-2021  (046-843-2022)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  289

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1930190,593.4 宮入内科 〒239-0807
     横須医593 横須賀市根岸町３－１２－６
     0468-30-5351  (0468-30-5352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931190,594.2 鎌倉医院 〒239-0841 （時間外２）第165号       平成22年 4月 1日
     (196,594.6) 横須賀市野比２－２９－２２ （がん指）第299号         平成23年 9月 1日
     横須医594 0468-48-1896  (0468-48-1851) （歯訪診）第539号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126489号    平成29年 6月 1日
     （補管）第4038号          平成12年 6月 1日
     （１７５）第97号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932190,600.7 堀之内医院 〒238-0014 （ニコ）第695号           平成29年 6月 1日
     横須医600 横須賀市三春町３－２４－６－１ （がん指）第148号         平成23年 1月 1日
     Ｆ
     0468-28-5000  (0468-28-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933190,604.9 石橋クリニック 〒239-0808 （時間外２）第1187号      平成26年 7月 1日
     横須医604 横須賀市大津町１－８－３２ （地包加）第243号         平成29年 5月 1日
     046-837-3233  (046-837-3234) （ニコ）第1082号          平成29年 6月 1日
     （がん指）第1145号        平成26年 7月 1日
     （在医総管）第1801号      平成26年 7月 1日
     （外後発使）第144号       平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934190,606.4 櫻井整形外科 〒238-0043
     横須医606 横須賀市坂本町４－５
     0468-28-8077  (0468-28-8077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935190,608.0 医療法人　梅丘会　坂〒238-0017 （時間外２）第652号       平成22年 4月 1日
     横須医608 本内科クリニック 横須賀市上町３－１４－２ （ニコ）第386号           平成29年 7月 1日
     0468-27-3032  (0468-27-3032) （支援診３）第392号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第301号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第655号       平成18年 4月 1日
     （在総）第655号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936190,610.6 里吉内科クリニック 〒238-0014
     横須医610 横須賀市三春町１－６－５
     0468-27-4114  (0468-27-4224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937190,612.2 医療法人社団　厚済会〒237-0064 （時間外１）第1号         平成24年 4月 1日
     横須医612 　追浜仁正クリニック横須賀市追浜町３－１エルシャン （糖管）第146号           平成23年 8月 1日
     テ追浜 （電情）第19号            平成28年12月 1日
     0468-65-5172  (0468-65-5173) （機安１）第25号          平成20年 4月 1日
     （外後発使）第244号       平成29年 7月 1日
     （透析水１）第90号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第59号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第39039号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  290

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1938190,616.3 パクスレディースクリ〒239-0835 一般        14（時間外２）第333号       平成22年 4月 1日
     横須医616 ニック 横須賀市佐原１－１１－１２ （診入院）第563号         平成26年 4月 1日
     0468-33-3788  (0468-33-3804) （ＨＰＶ）第132号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第39040号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939190,617.1 むらおか整形外科 〒238-0014
     横須医617 横須賀市三春町３－２４－６堀之
     内メディカルビル３０１
     0468-28-5003  (0468-28-5008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1940190,619.7 ふくなが小児科 〒237-0068 （酸単）第39041号         平成29年 4月 1日
     横須医619 横須賀市追浜本町１－２３－６座
     間ビル３Ｆ
     0468-69-1188  (0468-69-1177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941190,620.5 竹内医院 〒239-0843 （がん指）第63号          平成22年 6月 1日
     横須医620 横須賀市津久井２－２－２３ （在医総管）第1977号      平成28年 4月 1日
     0468-48-0026  (0468-48-0063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  291

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1942190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（一般入院）第1656号      平成28年10月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50（総合３）第8号           平成29年 2月 1日
     0468-23-2630  (0468-27-1305) （超急性期）第11号        平成20年 4月 1日
     （診療録１）第34号        平成26年 5月 1日
     （事補２）第43号          平成29年 5月 1日
     （急性看補）第26号        平成25年 5月 1日
     （療）第93号              平成18年 7月 1日
     （重）第142号             平成27年 2月 1日
     （療養１）第36号          平成18年 7月 1日
     （医療安全１）第151号     平成23年 5月 1日
     （感染防止１）第60号      平成27年 2月 1日
     （患サポ）第2号           平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第60号        平成26年 9月 1日
     （ハイ妊娠）第19号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第57号        平成21年 5月 1日
     （後発使１）第17号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第1号         平成26年 4月 1日
     （退支）第167号           平成29年 7月 1日
     （認ケア）第110号         平成29年 4月 1日
     （精疾診）第17号          平成28年 4月 1日
     （救１）第15号            平成26年12月 1日
     （集３）第119号           平成28年10月 1日
     （新２）第11号            平成26年10月 1日
     （新回復）第13号          平成26年12月 1日
     （小入２）第5号           平成26年12月 1日
     （回１）第42号            平成30年 2月 1日
     （回３）第99号            平成29年11月 1日
     （短手１）第16号          平成18年 7月 1日
     （短手２）第9号           平成18年 7月 1日
     （食）第63号              平成14年 7月 1日
     （がん疼）第117号         平成22年 9月 1日
     （がん指１）第58号        平成25年12月 1日
     （がん指２）第57号        平成26年 9月 1日
     （トリ）第27号            平成24年 4月 1日
     （ニコ）第188号           平成29年 7月 1日
     （開）第49号              平成22年 4月 1日
     （ハイⅠ）第22号          平成20年 4月 1日
     （がん指）第144号         平成22年12月 1日
     （薬）第50号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第26号          平成20年 4月 1日
     （在後病）第5号           平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第99号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第77号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第8号             平成22年 4月 1日
     （血内）第39号            平成24年 6月 1日
     （胎心エコ）第8号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第33号            平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  292

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ヘッド）第20号          平成24年 4月 1日
     （長）第20号              平成24年 9月 1日
     （補聴）第22号            平成16年 2月 1日
     （ロー検）第23号          平成27年 3月 1日
     （コン１）第510号         平成29年 4月 1日
     （小検）第107号           平成29年 1月 1日
     （Ｃ気鏡）第13号          平成24年 4月 1日
     （画１）第120号           平成27年10月 1日
     （画２）第131号           平成29年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第588号         平成29年 2月 1日
     （冠動Ｃ）第87号          平成29年 2月 1日
     （外傷Ｃ）第15号          平成29年 2月 1日
     （心臓Ｍ）第72号          平成29年 2月 1日
     （抗悪処方）第17号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第57号          平成24年 3月 1日
     （菌）第126号             平成22年12月 1日
     （心Ⅰ）第1号             平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第8号             平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第149号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第21号            平成24年 4月 1日
     （集コ）第14号            平成20年 4月 1日
     （透析水２）第230号       平成29年 2月 1日
     （脳刺）第11号            平成14年 7月 1日
     （脊刺）第48号            平成24年 9月 1日
     （乳セ２）第63号          平成26年 4月 1日
     （経特）第33号            平成21年10月 1日
     （ペ）第97号              平成14年 7月 1日
     （両ペ）第29号            平成21年12月 1日
     （除）第29号              平成21年12月 1日
     （両除）第22号            平成21年12月 1日
     （大）第77号              平成15年10月 1日
     （補心）第24号            平成29年 9月 1日
     （早大腸）第46号          平成25年12月 1日
     （腹前）第3号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第11号        平成26年 7月 1日
     （胃瘻造）第69号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第79号          平成24年 4月 1日
     （造設前）第78号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第106号       平成27年10月 1日
     （麻管Ⅰ）第12号          平成14年 7月 1日
     （放専）第56号            平成27年 1月 1日
     （外放）第46号            平成27年 1月 1日
     （高放）第135号           平成27年 7月 1日
     （増線）第26号            平成27年 7月 1日
     （強度）第19号            平成28年 3月 1日
     （画誘）第27号            平成27年 1月 1日
     （体対策）第22号          平成27年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  293

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （直放）第33号            平成27年 1月 1日
     （定対策）第21号          平成27年 1月 1日
     （病理診１）第2号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第39042号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943190,622.1 大和クリニック 〒238-0006 （コン１）第690号         平成29年 6月 1日
     横須医622 横須賀市日の出町１－８－２８
     0468-26-2601  (0468-26-2653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944190,623.9 上町在宅クリニック 〒238-0017 （支援診３）第38号        平成28年12月 1日
     横須医623 横須賀市上町２－２０ （在診実１）第54号        平成26年 4月 1日
     0468-22-2404  (0468-21-5353) （在医総管）第83号        平成18年 4月 1日
     （在総）第397号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945190,624.7 久里浜クリニック 〒239-0831 （糖管）第89号            平成21年 4月 1日
     横須医624 横須賀市久里浜４－２－１ （透析水２）第182号       平成26年12月 1日
     0468-38-3811  (0468-38-3812) （肢梢）第156号           平成28年12月 1日
     （酸単）第39043号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946190,625.4 汐入メンタルクリニッ〒238-0042 （支援診３）第39号        平成29年 1月 1日
     横須医625 ク 横須賀市汐入町２－７－１山下ビ （在医総管）第84号        平成18年 4月 1日
     ル２・３Ｆ （在総）第398号           平成18年 4月 1日
     046-823-3001  (046-823-3061) （ショ大）第46号          平成25年 3月 1日
     （デ大）第46号            平成15年 2月 1日
     （ナ）第13号              平成17年 9月 1日
     （デナ）第20号            平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947190,631.2 ふくおか泌尿器科クリ〒237-0064 （在医総管）第85号        平成18年 4月 1日
     横須医631 ニック 横須賀市追浜町３－１－９シブヤ
     クリニックビル２階
     046-866-5770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948190,635.3 佐藤眼科クリニック 〒239-0821 （コン１）第65号          平成29年 3月 1日
     横須医635 横須賀市東浦賀１－１－７高橋ビ
     ル２Ｆ
     046-846-5355  (046-846-5313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949190,637.9 大田クリニック 〒237-0064 （がん指）第1387号        平成29年12月 1日
     横須医637 横須賀市追浜町３－１－９シブヤ （在医総管）第88号        平成18年 4月 1日
     クリニックビル３Ｆ
     046-865-0865  (046-865-0865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950190,638.7 三武内科クリニック 〒238-0008 （ニコ）第1308号          平成29年 8月 1日
     横須医638 横須賀市大滝町１－２１ジュネス （支援診３）第1403号      平成29年 8月 1日
     横須賀２Ｆ （在医総管）第89号        平成18年 4月 1日
     046-828-6311  (046-828-6855) （在総）第1508号          平成29年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  294

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1951190,639.5 井口耳鼻咽喉科医院 〒239-0831 （高）第133号             平成15年 6月15日
     横須医639 横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄
     メディカルビル４Ｆ
     046-833-8741  (046-833-8743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952190,642.9 久里浜プラムクリニッ〒239-0831 （がん指）第303号         平成23年 9月 1日
     横須医642 ク 横須賀市久里浜３－１０－２－１
     ０１
     046-838-3866  (046-838-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953190,643.7 内海こどもクリニック〒238-0017
     横須医643 横須賀市上町２－７－５横須賀上
     町クリニックビル１Ｆ
     046-820-2855  (046-820-2856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954190,645.2 いけがみ眼科整形外科〒238-0035 （ロー検）第21号          平成26年 9月 1日
     横須医645 横須賀市池上７－１３－１ウエス （コン１）第56号          平成29年 3月 1日
     トヴァレィー壱番館１０２
     046-852-1747  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955190,646.0 田浦内科クリニック 〒237-0076 （がん指）第304号         平成23年 9月 1日
     横須医646 横須賀市船越町１－５８－６
     046-860-1788  (046-860-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956190,651.0 斉藤内科医院 〒239-0802 （ニコ）第171号           平成29年 7月 1日
     横須医651 横須賀市馬堀町２－１３－２ＫＹ （がん指）第64号          平成22年 6月 1日
     ビル２階 （在医総管）第91号        平成18年 4月 1日
     046-833-3901  （酸単）第39044号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957190,652.8 津久井浜整形外科 〒239-0843 （運Ⅱ）第662号           平成27年 8月 1日
     横須医652 横須賀市津久井１－２－１０
     046-839-2208  (046-848-9406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958190,657.7 ひろこどもクリニック〒237-0064
     横須医657 横須賀市追浜町３－２ナスカクリ
     ニックビル４Ｆ
     046-865-0415  (046-865-0515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959190,661.9 菱沼クリニック 〒239-0841
     横須医661 横須賀市野比１－４２－４７
     046-839-2666  (046-839-2668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960190,664.3 長井眼科クリニック 〒238-0316 （コン１）第60号          平成29年 2月 1日
     横須医664 横須賀市長井１－２３－１
     046-855-1341  (046-855-1340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  295

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1961190,666.8 東洋ペインクリニック〒239-0831 一般         3（診入院）第611号         平成24年 4月 1日
     横須医666 横須賀市久里浜４－３－７ＥＲビ （Ｃ・Ｍ）第449号         平成24年 4月 1日
     ル
     046-833-8737  (046-833-8738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962190,667.6 とづか内科クリニック〒239-0808 （ニコ）第6号             平成29年 7月 1日
     横須医667 横須賀市大津町１－１２－２２ （がん指）第30号          平成22年 4月 1日
     046-830-3075  (046-830-3102) （在医総管）第97号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第39045号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963190,668.4 すばるメディカルクリ〒238-0008 （ニコ）第423号           平成29年 6月 1日
     横須医668 ニック 横須賀市大滝町１－９品川ビル５ （がん指）第65号          平成22年 6月 1日
     Ｆ （コン３）第44号          平成29年 4月 1日
     046-828-5633  (046-828-5633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964190,669.2 青山内科クリニック 〒238-0031 （がん指）第305号         平成23年 9月 1日
     横須医669 横須賀市衣笠栄町１－２２－７衣 （酸単）第39046号         平成29年 4月 1日
     笠医療ビル２Ｆ
     046-850-3307  (046-850-3308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965190,670.0 工藤整形外科 〒239-0801 （運Ⅱ）第416号           平成20年 6月 1日
     横須医670 横須賀市馬堀海岸３－２６－５
     046-841-9103  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966190,671.8 小松原レディースクリ〒238-0017 （ＨＰＶ）第182号         平成22年 4月 1日
     横須医671 ニック 横須賀市上町３－１ （１７５）第2765号        平成17年 5月18日
     046-823-0507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967190,672.6 やまうち内科クリニッ〒238-0031 （がん指）第31号          平成22年 4月 1日
     横須医672 ク 横須賀市衣笠栄町１－６１ （肝炎）第71号            平成22年 4月 1日
     046-852-4970  (046-852-4976) （酸単）第39047号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968190,675.9 塩谷眼科クリニック 〒238-0012 （コン１）第64号          平成29年 3月 1日
     横須医675 横須賀市安浦町２－２７－５佐野
     ビル１Ｆ
     046-823-2177  (046-823-2187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969190,676.7 芳賀整形外科 〒237-0068 （時間外２）第41号        平成22年 4月 1日
     横須医676 横須賀市追浜本町１－３９－１ （運Ⅱ）第22号            平成18年 4月 1日
     046-865-4120  (046-865-8310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970190,677.5 くりはま整形外科 〒239-0831 （運Ⅱ）第23号            平成18年 4月 1日
     横須医677 横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄
     メディカルビル５Ｆ・６Ｆ
     046-833-8755  (046-833-8766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  296

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1971190,679.1 共栄会　鳥海医院 〒237-0064
     横須医679 横須賀市追浜町３－７
     046-865-3133  (046-865-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972190,680.9 なかむら耳鼻咽喉科ク〒238-0011 （高）第163号             平成18年 6月 1日
     横須医680 リニック 横須賀市米が浜通１－４小山ビル
     ２Ｆ
     046-827-2729  (046-827-2739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973190,684.1 はやし内科クリニック〒239-0808 （時間外２）第42号        平成22年 4月 1日
     横須医684 横須賀市大津町１－１６－７ （ニコ）第207号           平成29年 7月 1日
     046-830-5517  (046-830-5518) （がん指）第66号          平成22年 6月 1日
     （在医総管）第1116号      平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974190,685.8 君島整形外科 〒239-0808 （時間外２）第1084号      平成24年 7月 1日
     横須医685 横須賀市大津町１－２０－５ （がん指）第363号         平成24年 1月 1日
     046-834-7711  (046-834-7722) （運Ⅱ）第529号           平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975190,689.0 よしいけ内科クリニッ〒239-0821 （支援診３）第40号        平成29年 3月 1日
     横須医689 ク 横須賀市東浦賀１－１－７ＴＡＫ （がん指）第308号         平成23年 9月 1日
     ＡＨＡＳＨＩビル３Ｆ （在医総管）第87号        平成18年 5月 1日
     046-846-5321  (046-846-5150) （在総）第399号           平成18年 5月 1日
     （歩行）第90号            平成29年 3月 1日
     （酸単）第39048号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976190,691.6 湘南山手つちだクリニ〒239-0804 （がん疼）第71号          平成22年 4月 1日
     横須医691 ック 横須賀市吉井２－３－５ （支援診３）第44号        平成29年 4月 1日
     046-846-5275  (046-846-5276) （在診実１）第76号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第309号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第93号        平成18年 7月 1日
     （在総）第401号           平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977190,694.0 中野小児科医院 〒238-0032
     横須医694 横須賀市平作２－１４－２
     046-853-7989  (046-853-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978190,695.7 木原耳鼻咽喉科医院 〒238-0014 （時間外２）第253号       平成22年 4月 1日
     横須医695 横須賀市三春町３－２４－６掘之 （高）第148号             平成18年11月 1日
     内メディカルビル２階
     046-828-3387  (046-828-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979190,696.5 夏島医院 〒237-0063 （支援診３）第1408号      平成29年 9月 1日
     横須医696 横須賀市追浜東町３－６５　追浜 （在医総管）第917号       平成18年12月 1日
     会館ビル２階 （外後発使）第74号        平成28年 4月 1日
     046-866-5780  (046-866-5780) （酸単）第40524号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  297

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1980190,697.3 医療法人社団　北久里〒239-0835 （がん指）第67号          平成22年 6月 1日
     横須医697 浜脳神経外科 横須賀市佐原３－３－１２ （Ｃ・Ｍ）第796号         平成26年 4月 1日
     046-838-4771  (046-838-4722) （酸単）第39049号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981190,698.1 北川外科・胃腸科 〒238-0043 （がん指）第310号         平成23年 9月 1日
     横須医698 横須賀市坂本町２－３１エルエス
     ビル２Ｆ
     046-821-0557  (046-821-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982190,699.9 菱眼科医院 〒238-0031
     横須医699 横須賀市衣笠栄町１－２２－７　
     衣笠医療ビル３Ｆ
     046-852-4390  (046-852-4390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983190,700.5 医療法人社団　謙仁会〒239-0831 （がん指）第1280号        平成28年 9月 1日
     横須医700 　久里浜泌尿器科クリ横須賀市久里浜１－３－１８　サ （酸単）第39050号         平成29年 4月 1日
     ニック ンヨービル３Ｆ
     046-838-5011  (046-833-5811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984190,701.3 さいとう内科クリニッ〒238-0017 （支援診３）第612号       平成28年 8月 1日
     横須医701 ク 横須賀市上町１－４０－１２　上 （在診実１）第53号        平成26年 4月 1日
     町Ｎビル１Ｆ （がん指）第311号         平成23年 9月 1日
     046-828-5552  (046-828-6225) （在医総管）第955号       平成19年 5月 1日
     （神経）第36号            平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985190,702.1 月山内科クリニック 〒237-0068 （ニコ）第102号           平成29年 6月 1日
     横須医702 横須賀市追浜本町１－２３－６ （がん指）第90号          平成22年 7月 1日
     046-865-0018  (046-865-0038) （在医総管）第78号        平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986190,703.9 平田整形外科クリニッ〒237-0064
     横須医703 ク 横須賀市追浜町３－１４－９和幸
     ビル２・３Ｆ
     046-867-6012  (046-867-6013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987190,704.7 山下ファミリークリニ〒238-0011 （支援診３）第36号        平成29年 4月 1日
     横須医704 ック 横須賀市米が浜通１－４－６小山 （がん指）第312号         平成23年 9月 1日
     ビル３階 （在医総管）第70号        平成19年 4月 1日
     046-824-8989  (046-824-5775) （在総）第395号           平成19年 4月 1日
     （酸単）第39051号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988190,706.2 きくち消化器・内科ク〒238-0031 （がん指）第25号          平成22年 4月 1日
     横須医706 リニック 横須賀市衣笠栄町２－６６－３ （在医総管）第1030号      平成19年12月 1日
     046-850-3285  (046-850-3286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  298

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1989190,707.0 うざわクリニック 〒237-0064 （がん疼）第329号         平成28年 3月 1日
     横須医707 横須賀市追浜町３－１４－９和幸 （支援診３）第1198号      平成28年 4月 1日
     ビル４Ｆ （がん指）第313号         平成23年 9月 1日
     046-874-9616  （在医総管）第95号        平成19年 5月 1日
     （在総）第403号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990190,708.8 ウェルシティ若松クリ〒238-0046 （ニコ）第360号           平成29年 7月 1日
     横須医708 ニック 横須賀市西逸見町１－３８－１１ （がん指）第1399号        平成30年 2月 1日
     ウェルシティ市民プラザ１階
     046-822-7010  (046-822-7020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991190,709.6 しざわクリニック 〒238-0017 （がん指）第27号          平成22年 4月 1日
     横須医709 横須賀市上町２－７－５横須賀上 （在医総管）第86号        平成19年 5月 1日
     町クリニックビル３Ｆ
     046-823-8551  (046-823-8661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992190,710.4 森塚クリニック 〒238-0042 （がん指）第68号          平成22年 6月 1日
     横須医710 横須賀市汐入町２－７－１　山下
     ビル２Ｆ
     046-823-0666  (046-823-0666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993190,711.2 鴨居ファミリークリニ〒239-0813 （がん指）第394号         平成24年 3月 1日
     横須医711 ック 横須賀市鴨居１－１７－１６　神 （在医総管）第1138号      平成20年10月 1日
     脇ビル （酸単）第39052号         平成29年 4月 1日
     046-841-7277  (046-841-7258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994190,714.6 さとう内科・呼吸器科〒238-0032 （時間外２）第204号       平成22年 4月 1日
     横須医714 クリニック 横須賀市平作８－２０－１５　衣 （ニコ）第359号           平成29年 6月 1日
     笠・かつみクリニックビル２階 （支援診３）第597号       平成29年 4月 1日
     046-854-4870  (046-854-4871) （がん指）第314号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第1023号      平成19年11月 1日
     （在総）第798号           平成19年11月 1日
     （酸単）第39053号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995190,716.1 みやざき内科クリニッ〒238-0012 （支援診３）第611号       平成28年 9月 1日
     横須医716 ク 横須賀市安浦町３－１３　木光ク （在診実１）第64号        平成26年 4月 1日
     リニックビル１０２ （在医総管）第96号        平成19年11月 1日
     046-827-8161  (046-827-8161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996190,717.9 医療法人　きさらぎ六〒238-0024 （支援診３）第835号       平成29年 3月 1日
     横須医717 日堂　いまざわ皮フ科横須賀市大矢部２－２－１８ （在医総管）第1370号      平成22年 8月 1日
     046-838-4112  (046-838-4113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997190,719.5 八木医院 〒239-0833 （時間外２）第423号       平成22年 4月 1日
     横須医719 横須賀市ハイランド１－２２－１ （小検）第75号            平成25年10月 1日
     046-848-5140  (046-848-5140) （酸単）第39054号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  299

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1998190,720.3 あさくらこどもクリニ〒239-0843
     横須医720 ック 横須賀市津久井４－２２－２　愛
     加那クリニックビル２階
     046-847-3828  (046-847-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999190,721.1 横須賀市療育相談セン〒238-8530 （障）第39号              平成20年 4月 1日
     (196,721.5) ター診療所 横須賀市小川町１６ （酸単）第40635号         平成29年 4月 1日
     横須医721 046-822-8915  (046-823-1659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000190,722.9 さいとう整形クリニッ〒239-0804 （運Ⅱ）第407号           平成20年 5月 1日
     横須医722 ク 横須賀市吉井２－３－３
     046-802-5200  (046-841-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001190,724.5 おじま整形外科クリニ〒238-0032 （運Ⅱ）第406号           平成22年 6月 1日
     横須医724 ック 横須賀市平作８－２０－１５　衣
     笠かつみクリニックビル４階・５
     階
     046-850-6615  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002190,725.2 井坂クリニック 〒239-0831 （外後発使）第189号       平成28年 7月 1日
     横須医725 横須賀市久里浜５－１１－４
     046-836-0272  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003190,726.0 梅田整形外科 〒237-0062
     横須医726 横須賀市浦郷町１－５５－１０
     046-867-6075  (046-854-8560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004190,729.4 医療法人社団　暁の星〒238-0008
     横須医729 　江沢医院 横須賀市大滝町２－４上村ビル３
     Ｆ
     046-822-3817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005190,730.2 めぐみケアクリニック〒239-0831 （ニコ）第519号           平成29年 7月 1日
     横須医730 横須賀市久里浜１－１１－７ （がん指）第316号         平成23年 9月 1日
     046-837-3341  (046-837-3289) （在医総管）第1107号      平成20年11月 1日
     （運Ⅱ）第20号            平成20年11月 1日
     （酸単）第39055号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006190,731.0 あきやま医院 〒239-0807 （時間外２）第1074号      平成24年 6月 1日
     横須医731 横須賀市根岸町１－９－９久里浜 （ニコ）第1231号          平成29年 7月 1日
     スカイマンション２Ｆ （支援診３）第1366号      平成29年 5月 1日
     046-833-0558  (046-834-4008) （在医総管）第1885号      平成27年 5月 1日
     （運Ⅰ）第243号           平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007190,732.8 こうの耳鼻咽喉科 〒238-0035 （高）第201号             平成21年 7月 1日
     横須医732 横須賀市池上５－３－１
     046-853-8741  (046-853-8751)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  300

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2008190,733.6 ひまわり耳鼻咽喉科 〒237-0064 （高）第215号             平成22年 4月 1日
     横須医733 横須賀市追浜町３－２ナスカクリ
     ニックビル２Ｆ
     046-867-4133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009190,734.4 今井ウイメンズクリニ〒238-0311 （時間外２）第557号       平成22年 4月 1日
     横須医734 ック 横須賀市太田和１－１－８浅葉ク （ニコ）第468号           平成29年 6月 1日
     リニックビル２Ｆ （ＨＰＶ）第168号         平成26年 6月 1日
     046-855-0714  (046-855-0724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010190,735.1 うみかぜレディースク〒238-0012 （ＨＰＶ）第185号         平成26年 4月 1日
     横須医735 リニック 横須賀市安浦町３－１３木光クリ
     ニックビル２０２
     046-828-6822  (046-828-6844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011190,738.5 ナーブケア在宅クリニ〒238-0012 （時間外１）第300号       平成24年 6月 1日
     横須医738 ック 横須賀市安浦町２－１９ （支援診２）第95号        平成29年 4月 1日
     046-828-3637  （在医総管）第1255号      平成21年10月 1日
     （在総）第941号           平成21年10月 1日
     （神経）第153号           平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012190,741.9 ふかさわクリニック 〒239-0842 （時間外２）第424号       平成22年 4月 1日
     横須医741 横須賀市長沢１－３３－７ルビエ （ニコ）第524号           平成29年 7月 1日
     －ヌＢ　１Ｆ （がん指）第317号         平成23年 9月 1日
     046-848-8858  (046-848-8858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013190,744.3 今井内科　大腸肛門ク〒237-0068 （がん指）第318号         平成23年 9月 1日
     横須医744 リニック 横須賀市追浜本町１－２８－５サ （酸単）第39056号         平成29年 4月 1日
     ンビーチ追浜４Ｆ
     046-869-3038  (046-869-3039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014190,747.6 フロムワン付属診療所〒238-0022 （時間外１）第157号       平成24年 4月 1日
     横須医747 横須賀市公郷町３－６８－３ （支援診２）第407号       平成29年 9月 1日
     046-876-8780  (046-876-8781) （がん指）第320号         平成23年 9月 1日
     （在医総管）第1982号      平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015190,750.0 渕上内科クリニック 〒238-0311 （がん指）第396号         平成24年 3月 1日
     横須医750 横須賀市太田和１－１－８浅葉ク
     リニックビル３Ｆ
     046-855-0565  (046-855-0566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016190,751.8 くりはまメンタルクリ〒239-0831
     横須医751 ニック 横須賀市久里浜４－５－６浅葉ビ
     ル４Ｆ
     046-876-8157  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  301

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2017190,752.6 すずらん皮膚科クリニ〒238-0032
     横須医752 ック 横須賀市平作８－２０－８　３Ｆ
     046-850-6260  (046-850-6261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018190,753.4 白ゆり総合リハケアク〒239-0841 （ニコ）第717号           平成29年 7月 1日
     横須医753 リニック 横須賀市野比２－２－６ （支援診３）第850号       平成29年 4月 1日
     046-839-2535  （在医総管）第1392号      平成22年12月 1日
     （在総）第1022号          平成22年12月 1日
     （ヘッド）第3号           平成24年 4月 1日
     （神経）第178号           平成22年12月 1日
     （脳Ⅱ）第287号           平成23年 5月 1日
     （運Ⅰ）第212号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019190,755.9 整形外科・リハビリテ〒238-0011
     横須医755 ーション科　よこすか横須賀市米が浜通１－１８－１３
     米が浜クリニック 　クラシオン米が浜メディカルビ
     ル４Ｆ・５Ｆ
     046-828-1313  (046-828-1319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020190,756.7 久里浜在宅クリニック〒239-0831 （時間外１）第301号       平成24年 6月 1日
     横須医756 横須賀市久里浜５－９－１１ （支援診２）第339号       平成28年 4月 1日
     046-838-4562  (046-838-4563) （在緩診実）第39号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1395号      平成23年 1月 1日
     （在総）第1025号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021190,757.5 横須賀マタニティクリ〒238-0025 一般        12（時間外１）第142号       平成24年 4月 1日
     横須医757 ニック 横須賀市衣笠町３－１ （診入院）第661号         平成26年 4月 1日
     046-853-8814  （診入帰）第5号           平成28年 5月 1日
     （ハイ妊娠）第97号        平成23年 4月 1日
     （後発使１）第62号        平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第299号         平成26年 4月 1日
     （外後発使）第75号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第39057号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022190,759.1 大澤医院 〒238-0042 （時間外２）第898号       平成24年 2月 1日
     横須医759 横須賀市汐入町２－２－１２　ベ （地包加）第178号         平成27年 4月 1日
     イサイドビル２Ｆ （がん指）第352号         平成23年11月 1日
     046-822-0249  (046-822-0241) （在医総管）第1486号      平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023190,761.7 安田内科・皮ふ科 〒239-0802
     横須医761 横須賀市馬堀町３－２－１２
     046-874-7580  (046-874-7581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024190,763.3 ゆき呼吸器内科クリニ〒238-0008 一般         5（診入院）第687号         平成26年 7月 1日
     横須医763 ック 横須賀市大滝町２－１５横須賀東 （ニコ）第835号           平成29年 7月 1日
     相ビル３Ｆ （がん指）第364号         平成24年 1月 1日
     046-828-4159  (046-828-4158)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  302

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2025190,764.1 大滝町乳腺消化器クリ〒238-0008 （がん指）第431号         平成24年 4月 1日
     横須医764 ニック 横須賀市大滝町２－１２ヨコスカ
     ・タワー７Ｆ
     046-828-5506  (046-828-5507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026190,766.6 黒沢クリニック 〒239-0831 （ニコ）第867号           平成29年 7月 1日
     横須医766 横須賀市久里浜４－１５－７　Ｋ （がん指）第458号         平成24年 5月 1日
     Ｈビル２Ｆ （在医総管）第1552号      平成24年 5月 1日
     046-838-5963  (046-838-5962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2027190,767.4 武山内科 〒238-0313 （ニコ）第909号           平成29年 6月 1日
     横須医767 横須賀市武１－２０－１７ライフ （がん指）第1309号        平成28年11月 1日
     コート横須賀武山クリニックビル
     ２Ｆ
     046-874-8317  (046-874-8318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028190,768.2 水口整形外科 〒238-0011 （時間外２）第1162号      平成26年 4月 1日
     横須医768 横須賀市米が浜通２－４
     046-827-2231  (046-827-2232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029190,770.8 まつもと内科クリニッ〒239-0831 （ニコ）第872号           平成29年 6月 1日
     横須医770 ク 横須賀市久里浜１－１－７　菊屋 （支援診３）第951号       平成29年 3月 1日
     ビル１Ｆ （在医総管）第1556号      平成24年 5月 1日
     046-838-5856  (046-838-5857) （在総）第1125号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030190,771.6 後藤産婦人科医院 〒238-0017 一般        19（時間外１）第315号       平成24年 8月 1日
     横須医771 横須賀市上町３－１２ （診入院）第667号         平成26年 5月 1日
     0468-23-2030  (0468-27-8322) （ハイ妊娠）第103号       平成24年 6月 1日
     （ハイⅠ）第37号          平成24年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第325号         平成26年 5月 1日
     （酸単）第39058号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031190,775.7 青木耳鼻咽喉科医院 〒239-0831 （高）第261号             平成24年11月 1日
     横須医775 横須賀市久里浜５－１１－２０
     046-835-0362  (046-835-0362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032190,780.7 くすの木クリニック 〒238-0011 （がん指）第832号         平成25年 4月 1日
     横須医780 横須賀市米が浜通１－１７ＹＭ　 （在医総管）第1627号      平成25年 4月 1日
     ＢＬＤＧ．４Ｆ （酸単）第39059号         平成29年 4月 1日
     046-884-8862  (046-884-8863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033190,782.3 恵徳会在宅医療クリニ〒238-0045 （がん疼）第341号         平成28年 4月 1日
     横須医782 ック 横須賀市東逸見町４－１６－７０ （支援診３）第1334号      平成28年12月 1日
     046-823-5133  (046-823-5122) （在診実１）第194号       平成28年12月 1日
     （在医総管）第1677号      平成25年 8月 1日
     （在総）第1216号          平成25年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  303

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2034190,783.1 中山内科クリニック 〒239-0804 （がん指）第1068号        平成25年 7月 1日
     横須医783 横須賀市吉井３－１３－１吉井ク
     リニックビル３０１
     046-834-0246  (046-834-0247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035190,784.9 久里浜みなとクリニッ〒239-0831 （時間外３）第34号        平成25年10月 1日
     横須医784 ク 横須賀市久里浜５－１２－２１ （ニコ）第1008号          平成29年 6月 1日
     046-834-2828  (046-834-2829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036191,000.9 サンライズファミリー〒238-0313 （時間外１）第379号       平成25年12月 1日
     (193,004.9) クリニック 横須賀市武１－２０－１７ライフ （支援診２）第249号       平成29年 4月 1日
     横須医1000 コート横須賀武山クリニックビル （在緩診実）第15号        平成28年 4月 1日
     ３Ｆ （がん指）第1310号        平成28年11月 1日
     046-876-8811  (046-876-8870) （医管）第2039号          平成29年 2月 1日
     （歯援診）第367号         平成29年 4月 1日
     （在医総管）第1714号      平成25年12月 1日
     （在総）第1243号          平成25年12月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126330号    平成29年 2月 1日
     （補管）第6948号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037191,001.7 かつら整形外科クリニ〒238-0017 （時間外２）第1140号      平成26年 1月 1日
     横須医1001 ック 横須賀市上町２－７－５横須賀上 （運Ⅱ）第594号           平成26年 1月 1日
     町クリニックビル４Ｆ
     046-821-4154  (046-821-4151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038191,002.5 黒坂整形外科医院 〒237-0079 （脳Ⅲ）第152号           平成26年 4月 1日
     横須医1002 横須賀市港が丘２－２１－４ （運Ⅱ）第595号           平成26年 1月 1日
     046-860-0355  (046-860-0370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039191,003.3 小磯第２診療所 〒239-0813 （運Ⅱ）第637号           平成27年 1月 1日
     横須医1003 横須賀市鴨居２－８０－３７
     046-846-2111  (046-846-2112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040191,004.1 ライフゆう 〒240-0107 一般        58（特疾２）第26号          平成28年 8月 1日
     横須医1004 横須賀市湘南国際村１－４－６ （食）第692号             平成26年 7月 1日
     046-856-6833  (046-856-6834) （障）第57号              平成26年10月 1日
     （酸単）第39060号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041191,005.8 コンフォート衣笠クリ〒238-0025 （支援診２）第268号       平成29年 4月 1日
     横須医1005 ニック 横須賀市衣笠町４４－４ヴィレッ （在医総管）第1764号      平成26年 4月 1日
     ジ衣笠集中管理棟１Ｆ （酸単）第39061号         平成29年 4月 1日
     046-887-0432  (046-887-0435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042191,007.4 髙澤整形外科醫院 〒238-0052 （脳Ⅲ）第156号           平成26年 5月 1日
     横須医1007 横須賀市佐野町４－５１－９関本 （運Ⅱ）第611号           平成26年 5月 1日
     クリニックビル１Ｆ・２Ｆ
     046-850-3770  (046-850-3771)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  304

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2043191,008.2 みやざわ皮膚科 〒239-0808
     横須医1008 横須賀市大津町１－１６－６中央
     商工ビル２Ｆ
     046-834-4112  (046-834-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044191,009.0 鈴木内科クリニック 〒239-0831 （ニコ）第1074号          平成29年 7月 1日
     横須医1009 横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄 （酸単）第39062号         平成29年 4月 1日
     メディカルビル２Ｆ
     046-833-8823  (046-833-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045191,010.8 つのだレディースクリ〒239-0831 （ＨＰＶ）第373号         平成26年 6月 1日
     横須医1010 ニック 横須賀市久里浜１－５－１鈴栄ビ （酸単）第39063号         平成29年 4月 1日
     ル４０２
     046-874-7272  (046-874-7273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046191,011.6 中村整形外科 〒239-0831 （時間外２）第1214号      平成26年11月 4日
     横須医1011 横須賀市久里浜４－１１－１５ （外後発使）第136号       平成28年 4月 1日
     046-836-0099  (046-836-1253) （運Ⅱ）第633号           平成26年11月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047191,013.2 とくまる耳鼻咽喉科 〒239-0807
     横須医1013 横須賀市根岸町２－３１－１３ナ
     ヴィール北久里浜１Ｆ
     046-874-5696  (046-874-5145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048191,014.0 全人クリニック 〒238-0014 （時間外１）第457号       平成26年10月 1日
     横須医1014 横須賀市三春町１－３　２Ｆ （支援診２）第290号       平成29年 4月 1日
     046-827-1940  （がん指）第1311号        平成28年11月 1日
     （在医総管）第1828号      平成26年10月 1日
     （在総）第1319号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049191,016.5 葉山湘南国際村シニア〒240-0107 （Ｃ・Ｍ）第820号         平成26年12月 1日
     横須医1016 ライフセンター透析ク横須賀市湘南国際村１－５－３ （透析水２）第225号       平成28年 9月 1日
     リニック 046-855-5252  (046-855-5258) （酸単）第39064号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050191,017.3 ながいクリニック 〒238-0316 （時間外２）第1217号      平成26年12月 1日
     横須医1017 横須賀市長井３－３３－１ （ニコ）第1112号          平成29年 7月 1日
     046-827-7323  (046-827-7323) （支援診３）第1175号      平成29年 4月 1日
     （在診実１）第129号       平成27年 2月 1日
     （在医総管）第1845号      平成26年12月 1日
     （外後発使）第114号       平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051191,018.1 中林皮膚科 〒238-0014
     横須医1018 横須賀市三春町３－２４－６堀之
     内ビル２０２
     046-828-5002  (046-828-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  305

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2052191,021.5 秋谷潮かぜ診療所 〒240-0105 （がん疼）第296号         平成27年 1月 1日
     横須医1021 横須賀市秋谷４４３０　２Ｆ （支援診１）第32号        平成28年 4月 1日
     046-874-6695  (020-4669-2790) （在緩診実）第33号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1858号      平成27年 1月 1日
     （在総）第1342号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053191,023.1 ゆたか整形外科 〒238-0008
     横須医1023 横須賀市大滝町１－９共立ビル５
     Ｆ
     046-825-5507  (046-825-5508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054191,025.6 三宅整形外科小児科ク〒239-0822 （運Ⅱ）第668号           平成27年 9月 1日
     横須医1025 リニック 横須賀市浦賀５－２－３
     046-842-1301  (046-841-7831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055191,026.4 しおさい診療所 〒240-0104
     横須医1026 横須賀市芦名２－２９－２５
     046-874-4031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056191,027.2 社会福祉法人心の会　〒238-0056 （時間外１）第488号       平成27年 6月 1日
     横須医1027 三輪医院 横須賀市鶴が丘２－３－２ （地包加）第269号         平成27年 6月 1日
     046-822-7045  (046-825-5010) （ニコ）第1157号          平成29年 7月 1日
     （支援診２）第408号       平成29年 9月 1日
     （がん指）第1208号        平成27年 6月 1日
     （在医総管）第1908号      平成27年 6月 1日
     （在総）第1372号          平成27年 6月 1日
     （歩行）第81号            平成27年 6月 1日
     （酸単）第40421号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  306

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2057191,028.0 医療法人横浜柏堤会　〒239-0824 一般        60（一般入院）第1807号      平成30年 3月 1日
     横須医1028 よこすか浦賀病院 横須賀市西浦賀１－１１－１ 療養        39（診療録１）第67号        平成28年 4月 1日
     046-841-0922  (046-841-0924) （事補２）第157号         平成30年 3月 1日
     （急性看補）第174号       平成30年 3月 1日
     （療）第155号             平成27年 8月 1日
     （重）第225号             平成30年 2月 1日
     （療養１）第133号         平成27年 8月 1日
     （感染防止２）第141号     平成27年 8月 1日
     （患サポ）第206号         平成27年 8月 1日
     （総合評価）第139号       平成30年 1月 1日
     （後発使１）第88号        平成29年 7月 1日
     （病棟薬１）第121号       平成30年 2月 1日
     （データ提）第158号       平成28年 6月 1日
     （認ケア）第32号          平成28年 9月 1日
     （小入５）第23号          平成27年 8月 1日
     （回３）第96号            平成29年 8月 1日
     （食）第700号             平成27年 8月 1日
     （糖管）第268号           平成28年12月 1日
     （がん疼）第319号         平成27年 8月 1日
     （糖防管）第91号          平成29年11月 1日
     （薬）第364号             平成27年 8月 1日
     （検Ⅰ）第250号           平成27年 8月 1日
     （検Ⅱ）第151号           平成28年10月 1日
     （画１）第124号           平成29年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第849号         平成27年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第371号           平成28年 8月 1日
     （運Ⅰ）第305号           平成29年 9月 1日
     （呼Ⅱ）第106号           平成28年 9月 1日
     （胃瘻造）第161号         平成27年 8月 1日
     （輸血Ⅱ）第132号         平成28年10月 1日
     （輸適）第119号           平成28年10月 1日
     （酸単）第39065号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058191,029.8 太田整形外科 〒239-0807 （運Ⅱ）第669号           平成27年 8月14日
     横須医1029 横須賀市根岸町３－９－５ＨＡＲ
     ＡＢＬＤＧ北久里浜１Ｆ
     046-838-4101  (046-838-4102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059191,031.4 杉浦循環器内科クリニ〒238-0007 （ニコ）第1179号          平成29年 6月 1日
     横須医1031 ック 横須賀市若松町２－５矢島ビル５
     Ｆ
     046-828-8841  (046-828-8842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  307

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2060191,032.2 追浜駅前眼科 〒237-0068 （時間外２）第1262号      平成28年 1月 1日
     横須医1032 横須賀市追浜本町１－２８－５　 （短手１）第52号          平成29年 9月 1日
     サンビーチ追浜ハイツ４Ｆ （ロー検）第38号          平成29年 6月 1日
     046-876-9664  (046-876-9665) （コン１）第650号         平成28年 4月 1日
     （先１４０）第52号        平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061191,033.0 おおたわ整形外科 〒238-0311 （運Ⅱ）第682号           平成27年12月 1日
     横須医1033 横須賀市太田和１－１－８　ＡＹ
     ビル４Ｆ
     046-855-5808  (046-855-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062191,034.8 マールクリニック横須〒238-0011 （がん指）第1242号        平成28年 1月 1日
     横須医1034 賀 横須賀市米が浜通１－８－７　共 （酸単）第40322号         平成29年 4月 1日
     立米が浜ビル３Ｆ、４Ｆ、５Ｆ
     046-828-5333  (046-828-5330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063191,035.5 小堀医院 〒239-0802
     横須医1035 横須賀市馬堀町２－９－１７
     046-834-4110  (046-834-4110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064191,036.3 横須賀タワークリニッ〒238-0008 （酸単）第39066号         平成29年 4月 1日
     横須医1036 ク 横須賀市大滝町２－６　ザ・タワ
     ー横須賀中央４０１
     046-821-0008  (046-821-0115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065191,038.9 かとう眼科クリニック〒239-0807 （コン１）第658号         平成28年 4月 1日
     横須医1038 横須賀市根岸町２－３１－１３　
     ナヴィール北久里浜２Ｆ
     046-830-5520  (046-830-5521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066191,039.7 横須賀中央眼科 〒238-0008 （短手１）第48号          平成28年 4月 1日
     横須医1039 横須賀市大滝町２－６　ザ・タワ （コン１）第659号         平成28年 4月 1日
     ー横須賀中央３０３ （先１４０）第48号        平成28年 4月 1日
     046-827-4001  (046-827-4141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067191,040.5 里見腎泌尿器科 〒238-0007 （時間外１）第532号       平成28年 4月 1日
     横須医1040 横須賀市若松町１－１０　野口ビ （がん指）第1278号        平成28年 9月 1日
     ル５Ｆ
     0468-21-3367  (0468-21-3368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068191,041.3 よこすか女性泌尿器科〒238-0008
     横須医1041 ・泌尿器科クリニック横須賀市大滝町２－６　ザ・タワ
     ー横須賀中央３０１－２
     046-823-8456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  308

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2069191,042.1 ザ・タワーくまさん整〒238-0008 （脳Ⅲ）第193号           平成28年 4月11日
     横須医1042 形外科 横須賀市大滝町２－６　ザ・タワ （運Ⅰ）第278号           平成29年 2月 1日
     ー横須賀中央２Ｆ
     046-876-9032  (046-854-9093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070191,043.9 汐入ぱくクリニック 〒238-0042 （時間外１）第562号       平成29年 2月 1日
     横須医1043 横須賀市汐入町２－４０　青柳ビ （がん疼）第355号         平成28年 7月 1日
     ル１Ｆ （支援診２）第409号       平成29年 9月 1日
     046-826-4189  (046-826-4190) （在緩診実）第74号        平成29年 9月 1日
     （在医総管）第2022号      平成28年 7月 1日
     （在総）第1437号          平成28年 7月 1日
     （酸単）第39067号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071191,044.7 いしわた医院 〒238-0315 （時間外２）第1319号      平成28年 9月 1日
     横須医1044 横須賀市林５－８－２７ （支援診３）第1326号      平成28年 9月 1日
     046-855-5711  (046-855-5712) （在医総管）第2046号      平成28年 9月 1日
     （神経）第266号           平成28年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第895号         平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072191,046.2 小野田医院 〒238-0043 （がん指）第1328号        平成29年 1月 1日
     横須医1046 横須賀市坂本町１－２の２Ｆ （在医総管）第2066号      平成29年 1月 1日
     046-823-6245  (046-823-6254)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073191,047.0 かじもと眼科 〒237-0064 （コン１）第681号         平成29年 1月 1日
     横須医1047 横須賀市追浜町３－２　ナスカク
     リニックビル３Ｆ
     046-865-4516  (046-865-4516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074191,048.8 青山会津久井浜クリニ〒239-0843 （ショ大）第58号          平成29年 4月 1日
     横須医1048 ック 横須賀市津久井３－２２－１ （デ大）第86号            平成29年 4月 1日
     046-874-8300  (046-874-7735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075191,049.6 馬堀小児科医院 〒239-0801
     横須医1049 横須賀市馬堀海岸２－２６－７
     0468-43-0115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076191,050.4 馬堀内科医院 〒239-0801
     横須医1050 横須賀市馬堀海岸２－２６－８
     0468-43-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077191,051.2 中島内科クリニック 〒238-0011 （糖管）第272号           平成29年 4月 1日
     横須医1051 横須賀市米が浜通１－１７　ＹＭ （糖防管）第86号          平成29年 4月 1日
     ＢＬＤＧ．２Ｆ （ニコ）第1283号          平成29年 4月 1日
     046-829-1091  (046-829-1092) （持血測）第45号          平成29年 4月 1日
     （エタ甲）第78号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  309

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2078191,052.0 くりはま優レディース〒239-0831 （時間外２）第1347号      平成29年 4月 1日
     横須医1052 クリニック 横須賀市久里浜４－１１－１５　 （ＨＰＶ）第436号         平成29年 4月 1日
     第１６臼井ビル２０１
     046-838-3444  (046-838-3445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079191,053.8 医療法人恵和善隣会　〒237-0068 （ハイⅠ）第43号          平成29年 5月 1日
     横須医1053 追浜駅前ようこレディ横須賀市追浜本町１－２８－５　 （ＨＰＶ）第437号         平成29年 5月 1日
     ースクリニック サンビーチ追浜ハイツ４Ｆ
     046-867-1002  (046-867-1003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080191,054.6 川村眼科 〒238-0007 （コン３）第50号          平成29年 5月 1日
     横須医1054 横須賀市若松町２－３０　横須賀
     モアーズシティ５Ｆ
     046-874-5391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081191,055.3 湘南在宅クリニック 〒239-0806 （時間外１）第587号       平成29年 6月 1日
     横須医1055 横須賀市池田町５－８－１１　タ （支援診３）第1398号      平成29年 6月 1日
     カハシビル２Ｆ （在医総管）第2119号      平成29年 6月 1日
     046-876-6077  (046-876-6722) （在総）第1504号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082191,056.1 おおた心療内科醫院 〒238-0007
     横須医1056 横須賀市若松町１－１　野上屋ビ
     ル５Ｆ
     046-823-3700  (046-823-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083191,057.9 田近おおやべクリニッ〒238-0024 （時間外２）第1364号      平成29年 9月 1日
     横須医1057 ク 横須賀市大矢部２－２－１８ （支援診３）第1412号      平成29年 9月 1日
     046-837-7700  (046-837-7701) （在医総管）第2140号      平成29年 9月 1日
     （在総）第1517号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084191,059.5 衣笠中央眼科 〒238-0032 （コン１）第716号         平成29年12月 1日
     横須医1059 横須賀市平作８－２０－８　衣笠
     ・かつみクリニックビルⅡ　２Ｆ
     046-850-6188  (046-850-6177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085191,060.3 衣笠あさかわ眼科 〒238-0031 （ロー検）第48号          平成30年 3月 1日
     横須医1060 横須賀市衣笠栄町１－２２－７　
     ３Ｆ
     046-852-8008  (046-852-8007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086191,061.1 金成医院 〒237-0063 （支援診３）第1424号      平成30年 1月 1日
     横須医1061 横須賀市追浜東町３－２２ （がん指）第1403号        平成30年 1月 1日
     046-865-5791  (046-865-2061) （在医総管）第2162号      平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  310

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2087191,062.9 かくたに耳鼻咽喉科ク〒239-0835 （ニコ）第1333号          平成30年 1月 1日
     横須医1062 リニック 横須賀市佐原３－３－６　ＴＡＮ
     ＩビルⅡ３Ｆ
     046-876-7545  (046-876-7545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088191,063.7 さくら皮膚科 〒238-0011
     横須医1063 横須賀市米が浜通１－１８－１３
     　クラシオン米が浜３Ｆ
     046-874-6975  (046-874-6976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089191,064.5 衣笠病院附属在宅クリ〒238-0026
     横須医1064 ニック 横須賀市小矢部２－２５－１４－
     ２Ｆ
     046-852-1603  (046-852-1549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090191,065.2 秋澤医院 〒237-0075
     横須医1065 横須賀市田浦町２－５
     046-861-4138  (046-861-4139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  311

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2091200,001.6 国家公務員共済組合連〒254-0047 一般       441（一般入院）第1620号      平成28年 6月 1日
     平医1 合会　平塚共済病院 平塚市追分９－１１ （超急性期）第12号        平成20年 4月 1日
     0463-32-1950  （診療録１）第33号        平成26年 5月 1日
     （事補２）第83号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第72号        平成28年11月 1日
     （看夜配）第5号           平成28年10月 1日
     （療）第142号             平成25年 8月 1日
     （重）第182号             平成29年 4月 1日
     （栄養チ）第84号          平成28年 4月 1日
     （医療安全１）第8号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第39号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第97号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第15号        平成18年 7月 1日
     （病棟薬１）第59号        平成25年 9月 1日
     （データ提）第64号        平成24年10月 1日
     （退支）第28号            平成24年 4月 1日
     （認ケア）第80号          平成28年11月 1日
     （ハイケア１）第27号      平成29年 2月 1日
     （食）第86号              昭和33年10月 1日
     （高）第156号             平成17年10月 1日
     （糖管）第62号            平成20年 5月 1日
     （がん疼）第68号          平成22年12月 1日
     （がん指１）第91号        平成29年 3月 1日
     （がん指２）第74号        平成29年 3月 1日
     （がん指３）第39号        平成29年 1月 1日
     （糖防管）第34号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第31号            平成24年 4月 1日
     （放射診）第15号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第352号           平成29年 7月 1日
     （がん計）第15号          平成24年 4月 1日
     （薬）第217号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第27号          平成20年 4月 1日
     （在看）第40号            平成29年 7月 1日
     （持血測）第48号          平成29年 9月 1日
     （遺伝検）第3号           平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第106号           平成12年 8月 1日
     （検Ⅱ）第28号            平成20年 4月 1日
     （血内）第37号            平成24年 4月 1日
     （歩行）第73号            平成26年 6月 1日
     （ヘッド）第23号          平成24年 4月 1日
     （長）第10号              平成18年 4月 1日
     （神経）第37号            平成20年 4月 1日
     （画１）第59号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第610号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第29号          平成20年 9月 1日
     （心臓Ｍ）第41号          平成20年 9月 1日
     （抗悪処方）第41号        平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  312

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （外化１）第2号           平成26年 4月 1日
     （菌）第96号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第45号            平成28年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第139号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第183号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第97号            平成28年 4月 1日
     （がんリハ）第48号        平成26年10月 1日
     （エタ甲）第43号          平成18年 4月 1日
     （エタ副甲）第11号        平成18年 4月 1日
     （透析水１）第136号       平成22年 4月 1日
     （肢梢）第29号            平成28年 4月 1日
     （組再乳）第25号          平成27年 5月 1日
     （乳セ１）第29号          平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第68号          平成27年10月 1日
     （ゲル乳再）第26号        平成27年 5月 1日
     （経特）第20号            平成25年 1月 1日
     （経中）第26号            平成18年11月 1日
     （ペ）第21号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第27号            平成20年 7月 1日
     （除）第26号              平成27年 4月 1日
     （両除）第15号            平成20年 7月 1日
     （大）第10号              平成10年 4月 1日
     （胆）第26号              平成22年 4月 1日
     （早大腸）第50号          平成26年 4月 1日
     （腎）第59号              平成22年 4月 1日
     （胃瘻造）第70号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第26号          平成19年 9月 1日
     （輸適）第49号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第88号          平成27年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第50号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第5号           平成 8年 4月 1日
     （高放）第96号            平成18年 4月 1日
     （病理診１）第40号        平成25年 4月 1日
     （酸単）第39068号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092200,009.9 横浜ゴム健康保険組合〒254-0047
     平医9 平塚診療所 平塚市追分２－４
     0463-74-4900  (0463-35-9794)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093200,036.2 近藤医院 〒254-0042
     平医36 平塚市明石町２８－２１
     0463-21-0517  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  313

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2094200,105.5 医療法人研水会　平塚〒254-0915 精神       298（看補）第896号           平成12年 4月 1日
     平医105 病院 平塚市出縄４７６ （精合併加算）第8号       平成20年 4月 1日
     0463-32-0380  (0463-34-4993) （精救急受入）第20号      平成24年 4月 1日
     （精急１）第21号          平成23年 1月 1日
     （精療）第20号            平成26年 6月 1日
     （認治１）第35号          平成27年 8月 1日
     （食）第198号             昭和40年 8月 1日
     （薬）第250号             平成15年 4月 1日
     （精）第38号              平成11年 6月 1日
     （ショ大）第43号          平成24年 4月 1日
     （デ大）第72号            平成24年 4月 1日
     （医療保護）第9号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第39070号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2095200,113.9 川口医院 〒254-0046 （ニコ）第1254号          平成29年 7月 1日
     平医113 平塚市立野町２４－８－１０５ （１７５）第128号         平成14年 4月 1日
     0463-31-0516  (0463-31-0516) （酸単）第40498号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096200,115.4 湯山医院 〒254-0018 （１７５）第49号          平成14年 4月 1日
     平医115 平塚市東真土２－１０－２５
     0463-55-3802  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097200,118.8 医療法人社団清風会　〒259-1205 精神 （精神入院）第2059号      平成30年 1月 1日
     平医118 富士見台病院 平塚市土屋１６４５ 　　一般   250（看配）第1292号          平成30年 1月 1日
     0463-58-0186  精神 （看補）第818号           平成30年 1月 1日
     　　療養    55（精合併加算）第41号      平成20年 6月 1日
     （精救急受入）第36号      平成24年 5月 1日
     （精療）第37号            平成26年 4月 1日
     （食）第225号             昭和44年 2月 1日
     （薬）第34号              平成 5年 9月 1日
     （精）第16号              平成 5年 9月 1日
     （デ小）第5号             平成 5年 3月 1日
     （医療保護）第46号        平成16年 6月 1日
     （酸単）第39071号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098200,139.4 伊藤耳鼻咽喉科医院 〒254-0822 （１７５）第154号         平成14年 4月 1日
     平医139 平塚市菫平６－１５
     0463-31-1133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099200,140.2 医療生協かながわ生活〒254-0807 （ニコ）第854号           平成29年 7月 1日
     平医140 協同組合　平塚診療所平塚市代官町２０－２０ （支援診２）第266号       平成29年 4月 1日
     0463-21-2764  (0463-24-1315) （がん指）第419号         平成24年 4月 1日
     （在医総管）第102号       平成18年 4月 1日
     （在総）第761号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  314

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2100200,141.0 今井医院 〒254-0051 （１７５）第149号         平成14年 4月 1日
     平医141 平塚市豊原町２３－３
     0463-31-1284  (0463-35-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101200,142.8 満川眼科医院 〒254-0042 （コン１）第67号          平成28年 4月 1日
     平医142 平塚市明石町２３－１１
     0463-21-0460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  315

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2102200,145.1 平塚市民病院 〒254-0065 一般       410（一般入院）第1604号      平成29年 9月 1日
     平医145 平塚市南原１－１９－１ 一般（感染） （総合２）第8号           平成29年 8月 1日
     0463-32-0015               6（超急性期）第13号        平成20年 4月 1日
     （診療録２）第7号         平成12年 4月 1日
     （事補１）第58号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第34号        平成28年 4月 1日
     （看夜配）第80号          平成29年 3月 1日
     （療）第164号             平成29年 9月 1日
     （重）第114号             平成28年 5月 1日
     （精リエ）第12号          平成28年 4月 1日
     （医療安全１）第10号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第40号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第98号          平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第21号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第13号        平成21年 4月 1日
     （呼吸チ）第14号          平成22年 6月 1日
     （病棟薬１）第73号        平成26年 7月 1日
     （病棟薬２）第31号        平成29年10月 1日
     （データ提）第65号        平成24年10月 1日
     （退支）第130号           平成29年 4月 1日
     （精疾診）第6号           平成28年 4月 1日
     （救１）第18号            平成29年 7月 1日
     （ハイケア１）第14号      平成28年 7月 1日
     （小入３）第59号          平成29年 9月 1日
     （食）第224号             昭和46年 1月 1日
     （高）第161号             平成18年 4月 1日
     （糖管）第195号           平成25年 8月 1日
     （がん疼）第126号         平成23年 1月 1日
     （がん指１）第42号        平成23年 6月 1日
     （がん指２）第30号        平成26年 4月 1日
     （糖防管）第35号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第51号            平成24年 6月 1日
     （放射診）第33号          平成27年10月 1日
     （開）第24号              平成14年 5月 1日
     （がん計）第25号          平成26年 8月 1日
     （肝炎）第41号            平成22年 4月 1日
     （薬）第200号             平成22年 4月 1日
     （電情）第5号             平成28年 6月 1日
     （機安１）第28号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第48号          平成27年 5月 1日
     （持血測）第15号          平成29年10月 1日
     （ＨＰＶ）第129号         平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第23号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第45号            平成25年 8月 1日
     （遺伝カ）第12号          平成29年11月 1日
     （血内）第14号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第38号            平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  316

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （長）第8号               平成12年 7月 1日
     （神経）第38号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第38号            平成21年 5月 1日
     （小検）第106号           平成28年12月 1日
     （誘発）第16号            平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第24号          平成25年12月 1日
     （画２）第68号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第611号         平成29年11月 1日
     （冠動Ｃ）第65号          平成24年11月 1日
     （外傷Ｃ）第17号          平成29年 8月 1日
     （抗悪処方）第23号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第44号          平成28年 5月 1日
     （菌）第43号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第53号            平成26年10月 1日
     （脳Ⅰ）第137号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第66号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第145号           平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第64号        平成27年 9月 1日
     （黒セ）第10号            平成23年 2月 1日
     （組再乳）第27号          平成27年 6月 1日
     （脳刺）第15号            平成12年 7月 1日
     （乳セ１）第18号          平成25年 5月 1日
     （乳セ２）第18号          平成25年 5月 1日
     （ゲル乳再）第28号        平成27年 6月 1日
     （肺腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （経特）第40号            平成23年 1月 1日
     （ペ）第149号             平成18年 4月 1日
     （両ペ）第36号            平成23年 2月 1日
     （除）第27号              平成21年 3月 1日
     （両除）第19号            平成21年 3月 1日
     （大）第85号              平成18年 4月 1日
     （胆腫）第4号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第24号            平成28年 4月 1日
     （膵石破）第10号          平成26年 4月 1日
     （腹膵切）第25号          平成26年 4月 1日
     （早大腸）第20号          平成24年 4月 1日
     （腎）第52号              平成18年 4月 1日
     （腎凝固）第5号           平成29年 1月 1日
     （膀胱）第22号            平成25年 6月 1日
     （腹膀）第9号             平成24年 4月 1日
     （腹仙骨固）第2号         平成28年 4月 1日
     （医手休）第22号          平成26年 7月 1日
     （医手外）第22号          平成26年 7月 1日
     （医手深）第22号          平成26年 7月 1日
     （輸血Ｉ）第22号          平成19年 2月 1日
     （輸血Ⅱ）第59号          平成20年 4月 1日
     （造設前）第33号          平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  317

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （麻管Ⅰ）第62号          平成 8年 4月 1日
     （放専）第58号            平成27年 5月 1日
     （外放）第48号            平成27年 5月 1日
     （高放）第97号            平成18年 4月 1日
     （増線）第25号            平成27年 5月 1日
     （強度）第23号            平成29年 8月 1日
     （画誘）第29号            平成27年 5月 1日
     （体対策）第26号          平成29年 1月 1日
     （直放）第39号            平成29年 1月 1日
     （定対策）第24号          平成29年 1月 1日
     （病理診１）第52号        平成29年 1月 1日
     （酸単）第39072号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103200,149.3 耳鼻咽喉科土田医院 〒254-0063 （高）第184号             平成20年 4月 1日
     平医149 平塚市諏訪町２５－２５ （外後発使）第231号       平成29年 4月 1日
     0463-31-0576  （１７５）第145号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104200,150.1 平塚ふじみ園診療所 〒254-0014
     平医150 平塚市四之宮６－１５－１
     0463-55-1300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105200,155.0 松浦内科医院 〒254-0073 （１７５）第3006号        平成21年 4月15日
     平医155 平塚市西八幡２丁目３－５２
     0463-21-1582  (0463-21-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106200,175.8 岡村内科医院 〒259-1207 （支援診３）第48号        平成29年 4月 1日
     平医175 平塚市北金目２－３６－２８ （がん指）第678号         平成24年 5月 1日
     0463-58-3331  （在医総管）第105号       平成18年 4月 1日
     （在総）第242号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107200,181.6 高産婦人科医院 〒254-0075 （ＨＰＶ）第170号         平成22年 4月 1日
     平医181 平塚市中原３－１－５５ （１７５）第153号         平成14年 4月 1日
     0463-34-1103  （酸単）第39073号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108200,183.2 村上医院 〒254-0016 一般         8（支援診３）第49号        平成29年 3月 1日
     平医183 平塚市東八幡１－１５－４６ （がん指）第1217号        平成27年 9月 1日
     0463-23-5599  （在医総管）第106号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第76号        平成28年 4月 1日
     （１７５）第129号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  318

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2109200,185.7 医療法人社団水野会　〒254-0915 療養       230（療養入院）第421号       平成29年 4月 1日
     平医185 平塚十全病院 平塚市出縄５５０ （療養１）第100号         平成29年 4月 1日
     0463-32-8511  (0463-31-6735) （栄養チ）第87号          平成28年11月 1日
     （感染防止２）第89号      平成24年 4月 1日
     （認ケア）第95号          平成29年 1月 1日
     （食）第634号             平成21年 5月 1日
     （脳Ⅱ）第369号           平成28年 7月 1日
     （運Ⅰ）第254号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第227号           平成30年 1月 1日
     （酸単）第39074号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110200,196.4 医療法人研水会　高根〒254-0912 療養       236（療養入院）第377号       平成27年 4月 1日
     平医196 台病院 平塚市高根１９１ （療養１）第43号          平成27年 4月 1日
     0463-34-3701  (0463-34-4713) （感染防止２）第121号     平成26年 4月 1日
     （退支）第131号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第21号          平成28年 7月 1日
     （食）第343号             昭和57年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第305号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第538号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第166号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第39075号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111200,197.2 山田整形外科医院 〒254-0077 （運Ⅱ）第25号            平成18年 4月 1日
     平医197 平塚市東中原１－１４－１６
     0463-32-8803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112200,200.4 鈴木外科内科医院 〒254-0084 （ニコ）第497号           平成29年 7月 1日
     平医200 平塚市南豊田２１ （がん指）第1147号        平成26年 8月 1日
     0463-31-1543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113200,205.3 野村整形外科 〒254-0034 （運Ⅱ）第342号           平成18年 4月 1日
     平医205 平塚市宝町１－１　神奈中宝町ビ
     ル５Ｆ．６Ｆ
     0463-21-7066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114200,210.3 医療法人社団松和会　〒254-0807 一般        19（診入院）第590号         平成29年 8月 1日
     (206,210.7) 望星平塚クリニック 平塚市代官町２３－１ （糖管）第150号           平成23年10月 1日
     平医210 0463-23-5606  (0463-23-9993) （透析水２）第17号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第97号            平成28年 6月 1日
     （補管）第1401号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39076号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115200,211.1 雲出小児科 〒254-0042
     平医211 平塚市明石町２－３１
     0463-21-0436  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  319

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2116200,214.5 山本クリニック 〒254-0811
     平医214 平塚市八重咲町２－１
     0463-23-8101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117200,215.2 西村整形外科 〒254-0075
     平医215 平塚市中原３－１４－１
     0463-33-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118200,216.0 八重咲診療所 〒254-0812 （１７５）第3005号        平成21年 4月 1日
     平医216 平塚市松風町１１－１１ （酸単）第39077号         平成29年 4月 1日
     0463-23-3552  (0463-21-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119200,226.9 ミミー平塚クリニック〒254-0034 （高）第132号             平成15年 5月 1日
     平医226 平塚市宝町５－２２　昭和ビル３ （１７５）第136号         平成14年 4月 1日
     Ｆ （酸単）第39078号         平成29年 4月 1日
     0463-22-3354  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120200,227.7 医療法人社団　湘南皮〒254-0043
     平医227 膚科 平塚市紅谷町１４－２４
     0463-21-3031  (0463-22-7758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121200,229.3 平塚西口診療所 〒254-0044
     平医229 平塚市錦町７－２１サンシティ湘
     南ビル２０１号
     0463-23-7986  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122200,230.1 旭眼科 〒254-0904 （コン１）第69号          平成29年 4月 1日
     平医230 平塚市根坂間２１８－７　湘公ビ
     ル３Ｆ
     0463-35-6896  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123200,231.9 須藤眼科 〒254-0042 一般        10（コン１）第70号          平成29年 4月 1日
     平医231 平塚市明石町２２－８
     0463-21-3092  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124200,232.7 瀬戸医院 〒254-0812 （ニコ）第439号           平成29年 6月 1日
     平医232 平塚市松風町２１－３２ （がん指）第420号         平成24年 4月 1日
     0463-21-3425  （在医総管）第109号       平成18年 4月 1日
     （画１）第37号            平成16年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第750号         平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125200,234.3 倉田クリニック 〒259-1201 （がん指）第679号         平成24年 5月 1日
     平医234 平塚市南金目１１３５－１ （Ｃ・Ｍ）第478号         平成24年 4月 1日
     0463-59-1313  （酸単）第39079号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  320

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2126200,235.0 なでしこクリニック 〒254-0822 （支援診３）第54号        平成29年 4月 1日
     平医235 平塚市菫平８－７野崎ビル２０３ （がん指）第675号         平成24年 5月 1日
     号 （在医総管）第110号       平成18年 4月 1日
     0463-35-0881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127200,237.6 城所整形外科クリニッ〒254-0005 （１７５）第565号         平成14年 4月 1日
     平医237 ク 平塚市城所字大門前６２３－１
     0463-54-9905  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128200,238.4 間島医院 〒254-0814 （在医総管）第741号       平成18年 4月 1日
     平医238 平塚市竜城ケ丘３－３７
     0463-31-2774  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129200,240.0 医療法人社団　小池眼〒254-0034 （コン１）第68号          平成29年 4月 1日
     平医240 科医院 平塚市宝町１２－１５
     0463-21-0299  (0463-24-3200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130200,241.8 医療法人社団　梶原医〒254-0077 （時間外２）第293号       平成22年 4月 1日
     平医241 院 平塚市東中原１－１９－１８ （地包加）第105号         平成26年 4月 1日
     0463-33-0321  (0463-33-7669) （糖管）第21号            平成20年 4月 1日
     （支援診３）第55号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第199号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第422号         平成24年 4月 1日
     （肝炎）第69号            平成22年 4月 1日
     （在医総管）第112号       平成18年 4月 1日
     （在総）第408号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131200,242.6 医療法人社団　中下医〒254-0052
     平医242 院 平塚市平塚４－１－３
     0463-34-6523  (0463-34-9523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132200,245.9 山口内科 〒254-0811
     平医245 平塚市八重咲町３－３２鈴木ビル
     ２階
     0463-24-9777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133200,246.7 医療法人社団　北山整〒254-0903 （時間外１）第150号       平成24年 4月 1日
     平医246 形外科外科医院 平塚市河内５１０－３ （地包加）第193号         平成26年 4月 1日
     0463-32-6020  (0463-32-6720) （支援診３）第394号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第657号       平成18年 4月 1日
     （在総）第656号           平成18年 4月 1日
     （１７５）第142号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134200,247.5 公益財団法人佐々木研〒254-0034
     平医247 究所附属　湘南健診セ平塚市宝町１０－４
     ンター 0463-21-3811  (0463-21-3814)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  321

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2135200,248.3 こじま皮膚科クリニッ〒254-0811
     平医248 ク 平塚市八重咲町５－１　Ｎビル３
     Ｆ
     0463-23-1241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136200,249.1 菊池小児科 〒254-0043
     平医249 平塚市紅谷町１７－２５メディカ
     ルポート２Ｆ
     0463-24-3880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137200,252.5 佐々木整形外科歯科医〒254-0052 （歯訪診）第3016号        平成29年 4月 1日
     (206,252.9) 院 平塚市平塚４－１６－４ （補管）第4841号          平成14年 6月17日
     平医252 0463-32-7878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138200,256.6 松下医院 〒254-0075
     平医256 平塚市中原２－６－１１
     0463-31-2088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139200,257.4 小笠原医院 〒254-0045 （時間外２）第231号       平成22年 4月 1日
     平医257 平塚市見附町８－８ （支援診３）第1358号      平成29年 4月 1日
     0463-33-1313  （在医総管）第113号       平成18年 4月 1日
     （在総）第926号           平成21年 7月 1日
     （１７５）第156号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140200,260.8 ひらつか生活習慣病・〒254-0034 （時間外２）第883号       平成23年 6月13日
     平医260 透析クリニック 平塚市宝町１１－１４ （透析水２）第89号        平成24年 7月 1日
     0463-21-5776  （酸単）第39080号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141200,265.7 月江医院 〒254-0806 （時間外２）第1095号      平成24年10月 1日
     平医265 平塚市夕陽ケ丘３７－４ （支援診３）第981号       平成29年 3月 1日
     0463-21-2132  (0463-21-2132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142200,267.3 山梨医院 〒254-0046 （時間外２）第217号       平成22年 4月 1日
     平医267 平塚市立野町１０番２６号 （１７５）第147号         平成14年 4月 1日
     0463-31-1820  (0463-34-0601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143200,268.1 なす医院 〒254-0061 （ニコ）第362号           平成29年 7月 1日
     平医268 平塚市御殿１－５－１０ （支援診２）第76号        平成28年 4月 1日
     0463-32-4838  (0463-32-8020) （在医総管）第1562号      平成28年 4月 1日
     （在総）第1130号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144200,269.9 医療法人社団　高橋内〒254-0824 （時間外２）第828号       平成22年 9月 1日
     平医269 科小児科整形外科医院平塚市花水台３７－２４ （がん指）第807号         平成24年11月 1日
     0463-31-1405  (0463-31-2815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  322

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2145200,270.7 小清水産婦人科クリニ〒254-0902 一般        12（時間外２）第559号       平成22年 4月 1日
     平医270 ック 平塚市徳延６８３－１ （診入院）第612号         平成22年 4月 1日
     0463-35-0310  (0463-35-6655) （ＨＰＶ）第210号         平成22年 4月 1日
     （酸単）第39081号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146200,271.5 菊池内科クリニック 〒254-0018 （ニコ）第358号           平成29年 7月 1日
     平医271 平塚市東真土４－１９－１ （支援診３）第59号        平成29年 4月 1日
     0463-54-7360  （がん指）第423号         平成24年 4月 1日
     （在医総管）第117号       平成18年 4月 1日
     （在総）第411号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39082号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147200,272.3 医療法人社団　うえく〒254-0034 （小検）第39号            平成20年 5月 1日
     平医272 さ小児科 平塚市宝町３－１　ＭＮビル１Ｆ
     0463-21-7737  (0463-21-7210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148200,274.9 医療法人　敬生会　横〒254-0002 一般        19（診入院）第625号         平成24年 4月 1日
     平医274 内中央医院 平塚市横内２７３０－１
     0463-54-5545  (0463-54-5429)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149200,281.4 田中ヒフ科クリニック〒254-0804 （外後発使）第77号        平成28年 4月 1日
     平医281 平塚市幸町３２－９
     0463-22-3211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150200,282.2 串田クリニック 〒254-0042 （Ｃ・Ｍ）第771号         平成25年 9月 1日
     平医282 平塚市明石町２０－８ （１７５）第132号         平成14年 4月 1日
     0463-23-3212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151200,284.8 中村小児科医院 〒254-0044
     平医284 平塚市錦町１３－１６
     0463-21-1622  (0463-21-1375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152200,285.5 高崎内科クリニック 〒254-0902
     平医285 平塚市徳延２２１－５
     0463-30-1810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153200,286.3 医療法人社団　川井内〒259-1217 （時間外２）第426号       平成22年 4月 1日
     平医286 科医院 平塚市長持４２１－２ （支援診３）第60号        平成29年 4月 1日
     0463-33-4103  （在診実１）第100号       平成26年 6月 1日
     （がん指）第1010号        平成25年 6月 1日
     （在医総管）第118号       平成18年 4月 1日
     （在総）第412号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154200,287.1 日向岡クリニック 〒254-0905 （がん指）第676号         平成24年 5月 1日
     平医287 平塚市日向岡２－１６－１０ （在医総管）第751号       平成18年 5月 1日
     0463-50-1711  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  323

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2155200,288.9 医療法人社団　悠和会〒254-0807
     平医288 　今岡クリニック 平塚市代官町１－５ＹＫビル１Ｆ
     0463-22-5088  (0463-22-5087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156200,289.7 医療法人永瀬医院 〒254-0043 （がん疼）第356号         平成28年 7月 1日
     平医289 平塚市紅谷町９－１リーデンスタ （支援診３）第1404号      平成29年 8月 1日
     ワー湘南平塚３０２号室 （がん指）第682号         平成24年 5月 1日
     0463-21-0911  (0463-22-9876) （在医総管）第777号       平成18年 6月 1日
     （酸単）第39083号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157200,291.3 矢嶋医院 〒254-1145 （がん指）第1379号        平成29年10月 1日
     平医291 平塚市見附町７－１３ （在医総管）第829号       平成18年 8月 1日
     0463-31-0791  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158200,293.9 おおくら皮フ科 〒254-0035
     平医293 平塚市宮の前７－１５相ビル１階
     0463-24-6767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159200,295.4 三浦胃腸科クリニック〒254-0902 （がん指）第424号         平成24年 4月 1日
     平医295 平塚市徳延３３６－５
     0463-37-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160200,296.2 医療法人社団　寿満会〒254-0811 （ＨＰＶ）第155号         平成22年 4月 1日
     平医296 　牧野クリニック 平塚市八重咲町２５－５ （１７５）第139号         平成14年 4月 1日
     0463-21-2364  （酸単）第39084号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161200,297.0 岡野医院 〒254-0824
     平医297 平塚市花水台５－１４
     0463-31-2457  (0463-31-4378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162200,299.6 杉山医院 〒254-0811 （１７５）第135号         平成14年 4月 1日
     平医299 平塚市八重咲町２５－８
     0463-23-8888  (0463-23-8888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163200,300.2 二瓶内科・胃腸科医院〒254-0902 （ニコ）第393号           平成29年 6月 1日
     平医300 平塚市徳延１７５－２ （がん指）第673号         平成24年 5月 1日
     0463-31-3467  (0463-31-3467) （１７５）第137号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  324

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2164200,301.0 くらた病院 〒254-0018 療養        79（療養入院）第360号       平成29年 5月 1日
     平医301 平塚市東真土４－５－２６ （療養１）第5号           平成29年 4月 1日
     0463-53-1955  (0463-53-1957) （感染防止２）第59号      平成24年 4月 1日
     （食）第90号              平成11年 8月 1日
     （ニコ）第1065号          平成29年 7月 1日
     （がん指）第1248号        平成28年 4月 1日
     （薬）第374号             平成28年10月 1日
     （機安１）第119号         平成20年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第402号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第3号             平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第122号           平成22年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第109号           平成28年11月 1日
     （透析水２）第140号       平成25年 2月 1日
     （肢梢）第30号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第39085号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165200,304.4 松井整形外科医院 〒254-0045 （運Ⅱ）第29号            平成18年 4月 1日
     平医304 平塚市見附町１４－５ （１７５）第1号           平成14年 4月 1日
     0463-32-0148  (0463-33-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166200,306.9 井上クリニック 〒254-0032 （がん指）第1250号        平成28年 4月 1日
     平医306 平塚市八千代町１２－１２ （在医総管）第658号       平成18年 4月 1日
     0463-22-9319  (0463-22-9389) （酸単）第39086号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167200,310.1 かなさしクリニック 〒254-0034 （コン１）第72号          平成29年 3月 1日
     平医310 平塚市宝町２－１ホーメスト平塚 （外後発使）第78号        平成28年 4月 1日
     共同ビル７Ｆ
     0463-24-2356  (0463-24-9174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168200,311.9 宮尾内科クリニック 〒259-1216 （ニコ）第702号           平成29年 7月 1日
     平医311 平塚市入野１４３
     0463-37-3360  (0463-37-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169200,312.7 堀江医院 〒254-0054 （時間外２）第158号       平成22年 4月 1日
     平医312 平塚市中里２１－６ （ニコ）第535号           平成29年 6月 1日
     0463-31-2217  (0463-31-2217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170200,314.3 たけお眼科医院 〒254-0807 （コン１）第73号          平成29年 4月 1日
     平医314 平塚市代官町４－１４コスティー
     ナ平塚１Ｆ
     0463-20-2022  (0463-20-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171200,315.0 遠藤医院 〒254-0812 （酸単）第39087号         平成29年 4月 1日
     平医315 平塚市松風町１７－６
     0463-21-0360  (0463-21-0352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  325

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2172200,316.8 とうじょう小児科 〒254-0018
     平医316 平塚市東真土４－７－２０
     0463-51-5885  (0463-51-5911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173200,318.4 医療法人社団　慶水会〒254-0812 一般        16（時間外１）第122号       平成24年 4月 1日
     平医318 　前田産婦人科 平塚市松風町１３－３７ （診入院）第573号         平成26年 4月 1日
     0463-27-2322  (0463-27-2185) （ハイ妊娠）第110号       平成25年 7月 1日
     （食）第615号             平成19年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第336号         平成25年 2月 1日
     （酸単）第40404号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174200,324.2 鈴木医院 〒259-1205
     平医324 平塚市土屋１２８２－３
     0463-58-1131  (0463-59-4187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175200,326.7 髙山医院 〒254-0064 一般         1（がん指）第425号         平成24年 4月 1日
     平医326 平塚市達上ケ丘４－７０
     0463-31-2578  (0463-32-9599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176200,328.3 わかもとクリニック 〒254-0075 （Ｃ・Ｍ）第745号         平成25年 4月 1日
     平医328 平塚市中原１－１５－１４
     0463-37-3120  (0463-37-3230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177200,329.1 医療法人社団　久保田〒254-0911 （運Ⅱ）第31号            平成18年 4月 1日
     平医329 整形外科医院 平塚市山下４５８
     0463-35-2611  (0463-35-2612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178200,331.7 佐藤内科医院 〒254-0047 （ニコ）第7号             平成29年 6月 1日
     平医331 平塚市追分３－４
     0463-31-0469  (0463-31-0191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179200,332.5 まきの耳鼻咽喉科クリ〒254-0902 （高）第117号             平成15年 6月 1日
     平医332 ニック 平塚市徳延７４４－１
     0463-33-8749  (0463-33-8746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180200,334.1 山下外科循環器クリニ〒254-0052 （がん指）第674号         平成24年 5月 1日
     平医334 ック 平塚市平塚３－１２－２０ （１７５）第150号         平成15年 9月 3日
     0463-34-1388  (0463-34-1706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181200,335.8 とりごしクリニック 〒254-0811 一般         8（診入院）第686号         平成26年 4月 1日
     平医335 平塚市八重咲町１６－２７ （酸単）第39088号         平成29年 4月 1日
     0463-75-9711  (0463-75-9712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182200,336.6 湘南こころのクリニッ〒254-0034
     平医336 ク 平塚市宝町５－２８城之内ビル２
     Ｆ
     0463-22-5480  (0463-22-5480)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  326

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2183200,337.4 渡辺医院 〒254-0019 （コン１）第75号          平成29年 3月 1日
     平医337 平塚市西真土１－６－７１
     0463-55-3062  (0463-55-3062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184200,338.2 医療法人研水会　サテ〒254-0042 （ショ大）第21号          平成18年 6月 1日
     平医338 ライトクリニック明石平塚市明石町１４－３ （デ大）第50号            平成16年 4月 1日
     0463-23-0262  (0463-23-0720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185200,341.6 医療法人久光会　いそ〒254-0903
     平医341 ざき小児科医院 平塚市河内３４２－１０
     0463-33-8911  (0463-35-3876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186200,345.7 たかだ内科クリニック〒254-0052 （時間外２）第428号       平成22年 4月 1日
     平医345 平塚市平塚２－１２－１１ （糖防管）第51号          平成24年 4月 1日
     0463-37-4320  (0463-37-4322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187200,346.5 えいじんクリニック 〒254-0018 一般        19（時間外２）第656号       平成22年 4月 1日
     平医346 平塚市東真土４－５－２５ （糖管）第164号           平成24年 6月 1日
     0463-53-3211  (0463-53-3216) （透析水２）第109号       平成24年 8月 1日
     （酸単）第39089号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188200,347.3 田村診療所 〒254-0013 （支援診２）第293号       平成28年 4月 1日
     平医347 平塚市田村６－１２－２８ （在医総管）第1528号      平成24年 4月 1日
     0463-54-3772  （在総）第1105号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189200,348.1 湘南ウェルネスクリニ〒254-0064
     平医348 ック 平塚市達上ケ丘１３－１９
     0463-33-6665  (0463-33-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190200,349.9 永楽医院 〒254-0051 （がん指）第426号         平成24年 4月 1日
     平医349 平塚市豊原町８－２１ （１７５）第160号         平成17年 4月 1日
     0463-31-2458  (0463-31-2458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191200,350.7 藤多パークサイドクリ〒254-0074 （時間外２）第372号       平成22年 4月 1日
     平医350 ニック小児科・アレル平塚市大原３－３０ （ニコ）第680号           平成29年 6月 1日
     ギー科 0463-30-3117  （小検）第77号            平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192200,351.5 医療法人社団旺巳会　〒254-0084 （時間外２）第45号        平成22年 4月 1日
     平医351 湘英クリニック 平塚市南豊田３１４－１ （ニコ）第703号           平成29年 7月 1日
     0463-37-6220  （外後発使）第137号       平成28年 4月 1日
     （透析水２）第21号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第15号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第39090号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  327

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2193200,353.1 はまの内科・脳神経ク〒254-0061 （時間外２）第373号       平成22年 4月 1日
     平医353 リニック 平塚市御殿３－３－３７－１ （がん指）第681号         平成24年 5月 1日
     0463-32-0600  (0463-30-3061) （神経）第39号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第868号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第39091号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194200,354.9 ふれあい平塚ホスピタ〒254-0813 一般        90（療養入院）第410号       平成28年 9月 1日
     平医354 ル 平塚市袖ケ浜１－１２ 療養        35（障害入院）第1210号      平成24年 4月 1日
     0463-22-4105  (0463-23-4449) （診療録２）第235号       平成28年 7月 1日
     （特施）第69号            平成22年 5月 1日
     （看補）第1380号          平成22年 4月 1日
     （療）第161号             平成28年10月 1日
     （療養１）第136号         平成28年10月 1日
     （医療安全２）第222号     平成24年 4月 1日
     （感染防止２）第50号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第77号        平成29年 1月 1日
     （退支）第136号           平成24年 4月 1日
     （回１）第33号            平成28年 4月 1日
     （食）第587号             平成17年 7月11日
     （薬）第384号             平成29年10月 1日
     （機安１）第29号          平成20年 4月 1日
     （支援病３）第20号        平成24年 2月 1日
     （在医総管）第1489号      平成24年 2月 1日
     （検Ⅰ）第147号           平成17年 7月11日
     （検Ⅱ）第77号            平成20年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第589号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第83号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第86号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第128号           平成24年 4月 1日
     （透析水２）第110号       平成24年 8月 1日
     （肢梢）第98号            平成28年 6月 1日
     （酸単）第39092号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195200,355.6 みやいり内科呼吸器科〒254-0811
     平医355 クリニック 平塚市八重咲町２５－２丸山ビル
     １Ｆ
     0463-22-5781  (0463-22-5681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196200,356.4 四之宮湘南耳鼻咽喉科〒254-0014
     平医356 ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｃ平塚市四之宮２－２１－２２
     ＬＩＮＩＣ 0463-23-8751  (0463-23-8751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197200,357.2 さえぐさ皮膚科クリニ〒254-0043
     平医357 ック 平塚市紅谷町１７－２５メディカ
     ルポート３Ｆ
     0463-21-4512  (0463-24-7812)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  328

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2198200,359.8 湘南四之宮クリニック〒254-0014 （がん指）第1376号        平成29年 9月 1日
     平医359 平塚市四之宮５－２０－４
     0463-51-1102  (0463-51-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199200,361.4 平園クリニック 〒259-1212 （ＨＰＶ）第167号         平成22年 4月 1日
     平医361 平塚市岡崎４４１５－１
     0463-50-1105  (0463-58-1021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200200,364.8 まちむら内科クリニッ〒254-0811 （糖管）第102号           平成21年 8月 1日
     平医364 ク 平塚市八重咲町２－５ＮＹビル２
     Ｆ
     0463-23-9002  (0463-23-9062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201200,365.5 くまもとクリニック 〒254-0043 （がん指）第427号         平成24年 4月 1日
     平医365 平塚市紅谷町１７－１興栄ビル３ （在医総管）第1062号      平成20年 4月 1日
     Ｆ （酸単）第39093号         平成29年 4月 1日
     0463-21-1233  (0463-21-1353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202200,366.3 ありさわクリニック 〒254-0033 （ＨＰＶ）第258号         平成26年 4月 1日
     平医366 平塚市老松町２－２８
     0463-21-5805  (0463-86-4058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203200,367.1 松田内科医院 〒254-0914 （がん指）第1251号        平成28年 4月 1日
     平医367 平塚市高村２０３－１５－１０２ （１７５）第140号         平成18年10月 1日
     0463-33-5320  (0463-33-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204200,369.7 鹿見堂内科医院 〒254-0014
     平医369 平塚市四之宮７－８－９
     0463-51-5705  (0463-51-5706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205200,370.5 内田クリニック 〒254-0902 （がん疼）第218号         平成25年 1月 1日
     平医370 平塚市徳延３０６－３８ （支援診２）第358号       平成28年 8月 1日
     0463-36-3799  (0463-36-3799) （がん指）第1113号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第119号       平成19年 5月 1日
     （在総）第413号           平成19年 5月 1日
     （１７５）第567号         平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206200,371.3 シーサイドクリニック〒254-0807
     平医371 湘南 平塚市代官町１１－３０　代官町
     グリーンビル２階
     0463-23-8868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207200,372.1 城崎小児科 〒254-0033
     平医372 平塚市老松町５－６
     0463-24-9000  (0463-24-9018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  329

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2208200,375.4 平塚市休日・夜間急患〒254-0082 （小夜１）第44号          平成20年 4月 1日
     平医375 診療所 平塚市東豊田４４８－３ （夜）第12号              平成22年 4月 1日
     0463-55-2145  (0463-52-0356) （酸単）第39094号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209200,376.2 ゆうクリニック 〒254-0035
     平医376 平塚市宮の前５－２４　門倉第２
     ビル１０１
     0463-20-5625  (0463-20-5626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210200,378.8 水島整形外科クリニッ〒259-1206
     平医378 ク 平塚市真田１－２０－９Ａ＆Ａビ
     ル２Ｆ
     0463-50-3184  (0463-50-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211200,381.2 倉田会　メディカルサ〒254-0014
     平医381 ポートクリニック 平塚市四之宮２－７－８
     0463-27-1001  (0463-27-1077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212200,385.3 湘南真田クリニック 〒259-1206 （ニコ）第745号           平成29年 7月 1日
     平医385 平塚市真田２－６－２７ （支援診１）第47号        平成29年 7月 1日
     0463-50-3400  （在緩診実）第71号        平成29年 8月 1日
     （がん指）第677号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1174号      平成21年 1月 1日
     （在総）第894号           平成21年 1月 1日
     （神経）第144号           平成21年 4月 1日
     （酸単）第39095号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213200,386.1 坪井医院 〒254-0035 （がん指）第428号         平成24年 4月 1日
     平医386 平塚市宮の前５－１６ （在医総管）第1204号      平成21年 4月 1日
     0463-21-0226  (0463-21-0226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214200,387.9 おしげ皮フ科クリニッ〒259-1216
     平医387 ク 平塚市入野１４７－４
     0463-37-1855  (0463-37-1856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215200,389.5 あおぞら湘南クリニッ〒254-0042 （時間外２）第374号       平成22年 4月 1日
     平医389 ク 平塚市明石町５－２４吉川ビル （地包加）第301号         平成29年 4月 1日
     0463-72-7851  (0463-72-7852) （がん疼）第160号         平成23年12月 1日
     （ニコ）第796号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第1318号      平成28年 9月 1日
     （がん指）第680号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1294号      平成22年 3月 1日
     （在総）第966号           平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216200,390.3 医療法人　康養会　内〒259-1212 （支援診２）第141号       平成28年 4月 1日
     平医390 科　久保田医院 平塚市岡崎３５３１ （在医総管）第1250号      平成21年 8月 1日
     0463-50-3015  (0463-59-6610) （在総）第940号           平成21年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  330

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2217200,392.9 湘南いなほクリニック〒254-0014 （がん疼）第382号         平成29年 4月 1日
     平医392 平塚市四之宮１－３－５７ （支援診２）第142号       平成28年 4月 1日
     0463-20-5250  (0463-20-5251) （在医総管）第1270号      平成21年12月 1日
     （在総）第950号           平成21年12月 1日
     （酸単）第39096号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218200,393.7 あらい内科クリニック〒254-0043 （時間外２）第979号       平成24年 4月 1日
     平医393 平塚市紅谷町１－１αビル　６Ｆ
     0463-22-7711  (0463-23-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219200,396.0 武川整形外科 〒254-0906
     平医396 平塚市公所８８７－１
     0463-50-3551  (0463-50-3552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220200,397.8 やまうち内科クリニッ〒254-0061 （ニコ）第648号           平成29年 6月 1日
     平医397 ク 平塚市御殿１－３１－１１ （支援診３）第832号       平成29年 4月 1日
     0463-32-1311  (0463-32-1303) （在医総管）第1364号      平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221200,399.4 萩原医院 〒254-0014 （コン１）第545号         平成29年 3月 1日
     平医399 平塚市四之宮５－１－４４
     0463-55-1497  (0463-55-2720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222200,400.0 みずきクリニック 〒254-0075 （ニコ）第753号           平成29年 7月 1日
     平医400 平塚市中原２－１５－２ （がん指）第429号         平成24年 4月 1日
     0463-73-8124  （酸単）第39097号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223200,402.6 ひまわりレディース＆〒254-0014 一般        15（時間外１）第332号       平成24年12月 1日
     平医402 マタニティクリニック平塚市四之宮２－１１－３０ （診入院）第660号         平成24年 4月 1日
     0463-23-1103  (0463-23-1515) （ＨＰＶ）第340号         平成25年 6月 1日
     （外後発使）第138号       平成28年 4月 1日
     （酸単）第39098号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224200,404.2 ごてん整形外科 〒254-0061
     平医404 平塚市御殿１－３１－１３
     0463-37-4976  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225200,406.7 平塚北クリニック 〒254-0013 （支援診２）第130号       平成29年 2月 1日
     平医406 平塚市田村６－１５－２９　１Ｆ （在医総管）第1521号      平成24年 4月 1日
     0463-72-8500  (0463-72-8646) （在総）第1099号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226200,407.5 かものはし皮フ科 〒254-0811
     平医407 平塚市八重咲町１３－１－１０１
     サクセス湘南八重咲ビル１Ｆ１０
     １
     0463-79-8485  (0463-79-8486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  331

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2227200,408.3 医療法人社団　七福会〒254-0042 （支援診２）第217号       平成29年 4月 1日
     平医408 　ホリィマームクリニ平塚市明石町１０－３浜田平塚ビ （在医総管）第1647号      平成25年 6月 1日
     ック平塚 ル７Ｆ （在総）第1197号          平成25年 6月 1日
     0463-79-6515  (0463-79-6516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228200,409.1 伊藤医院 〒259-1212 （支援診３）第1029号      平成29年 4月 1日
     平医409 平塚市岡崎５９２９－５ （がん指）第1012号        平成25年 5月 1日
     0463-59-6678  (0463-71-6066) （在医総管）第1658号      平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229200,410.9 湘南かもめクリニック〒254-0032 （時間外１）第416号       平成26年 4月 1日
     平医410 平塚市八千代町１－２１コム湘南 （がん疼）第238号         平成25年 6月 1日
     １Ｆ （支援診３）第1023号      平成29年 1月 1日
     0463-74-5258  (0463-74-5259) （在診実１）第70号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第1648号      平成25年 6月 1日
     （在総）第1198号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230200,413.3 こうの耳鼻咽喉科クリ〒254-0061
     平医413 ニック 平塚市御殿１－３１－１２
     0463-30-3341  (0463-30-3340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231201,001.5 昭和クリニック 〒254-0075 （時間外１）第378号       平成25年12月 1日
     平医1001 平塚市中原１－２０－１１　２Ｆ （がん疼）第257号         平成25年12月 1日
     0463-30-6330  (0463-30-6333) （支援診２）第237号       平成28年 4月 1日
     （在緩診実）第19号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1713号      平成28年 4月 1日
     （在総）第1242号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232201,004.9 小西こどもクリニック〒254-0075 （小検）第84号            平成26年 5月 1日
     平医1004 平塚市中原２－２１－２０　１Ｆ （酸単）第39099号         平成29年 4月 1日
     0463-73-7520  (0463-73-7521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233201,005.6 かとう腎・泌尿器科ク〒254-0065 （麻管Ⅰ）第218号         平成26年12月 1日
     平医1005 リニック 平塚市南原２－１－２ （酸単）第39100号         平成29年 4月 1日
     0463-30-0415  (0463-30-0416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234201,006.4 医療法人社団　湘功会〒254-0035 （支援診３）第1187号      平成29年 4月 1日
     平医1006 　湘南平塚クリニック平塚市宮の前２－６平塚ＩＨビル （在医総管）第1859号      平成27年 1月 1日
     0463-25-6478  (0463-25-6476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235201,007.2 かなめ泌尿器科内科ク〒259-1207 （時間外１）第482号       平成27年 6月 1日
     平医1007 リニック 平塚市北金目２－１６－１８ （在医総管）第1895号      平成27年 6月 1日
     0463-59-3000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236201,008.0 ミサヲクリニック 〒254-0806 （支援診３）第1228号      平成29年 2月 1日
     平医1008 平塚市夕陽ケ丘３４－２３ （在診実１）第147号       平成27年 8月 1日
     0463-22-5742  (0463-22-5742) （在医総管）第1909号      平成27年 6月 1日
     （在総）第1373号          平成27年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  332

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2237201,009.8 アイクリニックイシハ〒254-0035 （先１４０）第53号        平成29年 4月 1日
     平医1009 ラ 平塚市宮の前１－２エバーズ第７
     平塚ビル７Ｆ
     0463-22-4976  (0463-20-9262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238201,013.0 押切糖尿病内科クリニ〒254-0016 （時間外１）第526号       平成28年 4月 1日
     平医1013 ック 平塚市東八幡１－１８－２１ （ニコ）第1309号          平成29年 8月 1日
     0463-24-1011  (0463-24-1033) （支援診３）第1275号      平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1983号      平成28年 4月 1日
     （在総）第1415号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239201,014.8 湘南福祉センター診療〒254-0035 （ショ小）第59号          平成28年 5月 1日
     平医1014 所 平塚市宮の前４－１３
     0463-21-1755  (0463-21-7648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240201,015.5 ほんだ整形外科クリニ〒254-0035 （時間外１）第543号       平成28年 5月 1日
     平医1015 ック 平塚市宮の前７－２　ＭＫビル２ （運Ⅱ）第703号           平成28年 5月 1日
     ・３Ｆ
     0463-25-1154  (0463-25-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241201,016.3 医療法人社団光耀会　〒254-0046 一般        13（診入院）第703号         平成29年 8月 1日
     平医1016 山本眼科医院 平塚市立野町４０－１０ （コン１）第661号         平成28年 5月 1日
     0463-31-1156  (0463-34-3779) （先１４０）第51号        平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242201,017.1 はしむら内科クリニッ〒254-0046 （ニコ）第1218号          平成29年 7月 1日
     平医1017 ク 平塚市立野町４０－１０　ＹＡＭ （支援診３）第1299号      平成28年 6月 1日
     Ａメディカルパーク１Ｆ （在医総管）第2008号      平成28年 6月 1日
     0463-35-8467  (0463-35-8468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243201,018.9 湘南整形外科 〒254-0046 （運Ⅱ）第707号           平成28年 6月 1日
     平医1018 平塚市立野町４０－１０　２Ｆ
     0463-37-4181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244201,019.7 鈴木眼科 〒254-0031 （コン３）第26号          平成29年 3月 1日
     平医1019 平塚市天沼１０－１　ららぽーと
     湘南平塚３Ｆ　３３０４０号室
     0463-73-5502  (0463-73-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245201,021.3 湘南パイダクリニック〒254-0815 （がん疼）第376号         平成28年12月 1日
     平医1021 平塚市桃浜町１１－３０ （在医総管）第2063号      平成28年12月 1日
     0463-71-5010  (0463-35-3510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  333

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2246201,022.1 ありがとうみんなファ〒259-1212 （時間外２）第1336号      平成29年 1月 1日
     平医1022 ミリークリニック平塚平塚市岡崎２１５－３ （がん疼）第378号         平成29年 1月 1日
     0463-59-3739  (0463-59-3738) （ニコ）第1258号          平成29年 7月 1日
     （支援診２）第378号       平成29年 1月 1日
     （在緩診実）第55号        平成29年 1月 1日
     （がん指）第1330号        平成29年 1月 1日
     （在医総管）第2073号      平成29年 1月 1日
     （在総）第1461号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247201,024.7 虹ケ浜整形外科 〒254-0824 （時間外２）第1345号      平成29年 4月 1日
     平医1024 平塚市花水台３１－１５
     0463-36-0015  (0463-36-0016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248201,025.4 湘南ＧＰクリニック 〒254-0014 （時間外１）第573号       平成29年 4月 1日
     平医1025 平塚市四之宮２－２３－２０ （支援診３）第1359号      平成29年 4月 1日
     0463-24-7060  (0463-24-7059) （在医総管）第2089号      平成29年 4月 1日
     （在総）第1470号          平成29年 4月 1日
     （透析水２）第239号       平成29年 7月 1日
     （肢梢）第180号           平成29年 4月 1日
     （酸単）第40562号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249201,026.2 湘南平塚下肢静脈瘤ク〒254-0043 （酸単）第40416号         平成29年 4月 1日
     平医1026 リニック 平塚市紅谷町１４－２０　ＦＴ共
     同ビル３Ｆ
     0463-74-6694  (0463-74-6695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250201,027.0 もりた眼科クリニック〒259-1216 （コン１）第701号         平成29年 5月 1日
     平医1027 平塚市入野１４７－５
     0463-30-4113  (0463-30-4303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251201,028.8 山口整形外科 〒254-0811 （運Ⅱ）第740号           平成29年 5月 1日
     平医1028 平塚市八重咲町１９－２３　ココ
     ス八重咲１Ｆ
     0463-20-5805  (0463-20-5806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252201,029.6 熊谷医院 〒254-0019
     平医1029 平塚市西真土１－６－２９
     0463-54-2803  (0463-54-2820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  334

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2253201,030.4 社会福祉法人恩賜財団〒254-0036 一般       176（一般入院）第1814号      平成30年 3月 1日
     平医1030 済生会支部神奈川県済平塚市宮松町１８－１ （診療録２）第248号       平成29年 7月 1日
     生会　湘南平塚病院 0463-71-6161  (0463-71-6163) （事補２）第152号         平成29年 7月 1日
     （急性看補）第191号       平成30年 3月 1日
     （療）第165号             平成29年 8月 1日
     （重）第223号             平成29年 8月 1日
     （医療安全２）第281号     平成29年 7月 1日
     （感染防止１）第89号      平成29年 7月 1日
     （データ提）第171号       平成29年 7月 1日
     （退支）第235号           平成29年12月 1日
     （認ケア）第154号         平成29年12月 1日
     （精疾診）第38号          平成29年 7月 1日
     （回３）第97号            平成30年 1月 1日
     （地包ケア１）第76号      平成29年10月 1日
     （食）第711号             平成29年 7月 1日
     （糖管）第282号           平成29年12月 1日
     （がん疼）第402号         平成29年 7月 1日
     （がん指１）第96号        平成29年 7月 1日
     （がん指２）第80号        平成29年 7月 1日
     （ニコ）第1320号          平成29年 9月 1日
     （薬）第380号             平成29年 7月 1日
     （検Ⅰ）第260号           平成29年 7月 1日
     （検Ⅱ）第158号           平成29年 7月 1日
     （神経）第274号           平成29年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第928号         平成29年 7月 1日
     （脳Ⅰ）第197号           平成29年 7月 1日
     （運Ⅰ）第302号           平成29年 7月 1日
     （呼Ⅰ）第223号           平成29年 7月 1日
     （酸単）第40525号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254201,031.2 武川医院 〒259-1219 （がん指）第1404号        平成30年 1月 1日
     平医1031 平塚市広川８４８－４ （酸単）第40616号         平成29年 4月 1日
     0463-59-1514  (0463-58-7863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255201,032.0 クリニック斎藤 〒254-0902 （ニコ）第1334号          平成30年 1月 1日
     平医1032 平塚市徳延５７２－１－２Ｆ （がん指）第1405号        平成30年 1月 1日
     0463-37-5525  (0463-37-5625) （肝炎）第134号           平成30年 1月 1日
     （酸単）第40617号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256207,110.8 平産婦人科医院 〒254-0042 一般         8（１７５）第125号         平成14年 4月 1日
     平医110 平塚市明石町２０－１４
     0463-21-3815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  335

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2257210,024.6 医療法人養生院　清川〒248-0006 一般        89（一般入院）第1707号      平成26年10月 1日
     鎌医24 病院 鎌倉市小町２－１３－７ 療養       109（療養入院）第255号       平成26年10月 1日
     0467-24-1200  （看配）第1276号          平成26年10月 1日
     （看補）第1543号          平成26年10月 1日
     （療養改１）第17号        平成24年10月 1日
     （患サポ）第168号         平成24年 8月 1日
     （後発使１）第63号        平成28年 7月 1日
     （退支）第133号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第127号         平成29年 7月 1日
     （食）第76号              昭和33年10月 1日
     （薬）第181号             平成10年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第127号         平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第612号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第193号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅰ）第184号           平成24年 7月 1日
     （呼Ⅱ）第107号           平成28年 9月 1日
     （集コ）第61号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第39101号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2258210,060.0 医療法人社団　南浜会〒248-0033 療養        71（一般入院）第1453号      平成18年 4月 1日
     鎌医60 　鈴木病院 鎌倉市腰越１－１－１ 一般        54（療養入院）第323号       平成30年 3月 1日
     0467-31-7651  (0467-31-5679) （看配）第1142号          平成14年 8月 1日
     （看補）第1142号          平成14年 8月 1日
     （療養１）第140号         平成29年 4月 1日
     （退支）第223号           平成29年 1月 1日
     （認ケア）第63号          平成28年10月 1日
     （食）第75号              昭和33年10月 1日
     （がん指）第1053号        平成25年 7月 1日
     （肝炎）第49号            平成22年 4月 1日
     （薬）第381号             平成29年 8月 1日
     （支援病２）第31号        平成28年 2月 1日
     （在医総管）第702号       平成18年 4月 1日
     （在総）第1376号          平成27年 8月 1日
     （検Ⅰ）第101号           平成20年 5月 1日
     （検Ⅱ）第69号            平成20年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第715号         平成24年 9月 1日
     （脳Ⅲ）第86号            平成24年 7月 1日
     （運Ⅱ）第515号           平成29年12月 1日
     （呼Ⅰ）第120号           平成24年 7月 1日
     （胃瘻造）第113号         平成27年 3月 1日
     （胃瘻造嚥）第79号        平成27年 3月 1日
     （酸単）第39102号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  336

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2259210,084.0 医療法人財団額田記念〒248-0007 療養        46（療養入院）第256号       平成30年 1月 1日
     鎌医84 会　額田記念病院 鎌倉市大町４－６－６ 介護        12（療養改１）第12号        平成24年10月 1日
     0467-25-1231  （食）第78号              昭和33年10月 1日
     （がん指）第1253号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第957号       平成19年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第111号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅱ）第692号           平成28年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第80号            平成28年 4月 1日
     （透析水１）第276号       平成29年 3月 1日
     （肢梢）第157号           平成28年12月 1日
     （酸単）第39103号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260210,085.7 鎌倉リハビリテーショ〒248-0033 療養       128（療養１）第6号           平成18年 4月 1日
     鎌医85 ン聖テレジア病院 鎌倉市腰越１－２－１ （医療安全２）第271号     平成28年 8月 1日
     0467-32-4125  (0467-31-4101) （感染防止２）第60号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第99号          平成24年 4月 1日
     （認ケア）第150号         平成29年11月 1日
     （回１）第16号            平成29年 1月 1日
     （食）第74号              昭和33年10月 1日
     （検Ⅰ）第25号            平成12年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第767号         平成27年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第58号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第117号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第114号         平成27年 4月 1日
     （酸単）第39104号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  337

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2261210,086.5 大船中央病院 〒247-0056 一般       285（外来環）第764号         平成28年 4月 1日
     (213,014.4) 鎌倉市大船６－２－２４ （一般入院）第1530号      平成30年 2月 1日
     鎌医86 0467-45-2111  (0467-48-3197) （診療録１）第6号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第56号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第110号       平成28年10月 1日
     （医療安全２）第252号     平成26年 9月 1日
     （感染防止２）第91号      平成24年 5月 1日
     （患サポ）第175号         平成24年11月 1日
     （病棟薬１）第33号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第55号        平成24年10月 1日
     （退支）第165号           平成24年12月 1日
     （地包ケア１）第82号      平成30年 3月 1日
     （食）第77号              昭和33年10月 1日
     （喘管）第18号            平成18年 4月 1日
     （がん疼）第159号         平成23年12月 1日
     （がん指１）第97号        平成29年11月 1日
     （がん指２）第82号        平成29年11月 1日
     （放射診）第1号           平成24年 4月 1日
     （がん指）第459号         平成24年 6月 1日
     （薬）第38号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第30号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第23号          平成20年 5月 1日
     （医管）第1634号          平成28年 3月 1日
     （在看）第30号            平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第417号         平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第133号           平成15年 1月 1日
     （歩行）第83号            平成28年 4月 1日
     （コン１）第311号         平成29年 3月 1日
     （Ｃ気鏡）第21号          平成25年 2月 1日
     （画１）第74号            平成20年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第613号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第66号        平成23年 1月 1日
     （外化１）第46号          平成23年 1月 1日
     （菌）第65号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第11号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第59号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第228号           平成30年 1月 1日
     （がんリハ）第52号        平成27年 1月 1日
     （歯リハ２）第340号       平成28年 3月 1日
     （緑内イ）第10号          平成26年 4月 1日
     （乳セ２）第31号          平成22年 4月 1日
     （乳腫）第5号             平成28年 4月 1日
     （胆）第27号              平成22年 5月 1日
     （腹肝）第18号            平成24年 6月 1日
     （早大腸）第64号          平成27年11月 1日
     （腎）第60号              平成22年 5月 1日
     （胃瘻造）第19号          平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  338

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （輸血Ⅱ）第128号         平成27年12月 1日
     （輸適）第115号           平成28年 4月 1日
     （造設前）第98号          平成29年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第9号         平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第443号         平成28年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第74号          平成10年 2月 1日
     （放専）第28号            平成17年 1月 1日
     （外放）第7号             平成20年 4月 1日
     （高放）第89号            平成17年 4月 1日
     （増線）第2号             平成26年 4月 1日
     （強度）第6号             平成24年 1月 1日
     （画誘）第10号            平成22年 4月 1日
     （体対策）第17号          平成26年 4月 1日
     （直放）第3号             平成17年 2月 1日
     （定対策）第15号          平成26年 4月 1日
     （補管）第7355号          平成28年 3月 1日
     （酸単）第39105号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262210,090.7 一般財団法人鎌倉病院〒248-0016 一般        67（一般入院）第1354号      平成29年 9月 1日
     鎌医90 鎌倉市長谷３－１－８ 療養        18（診療録２）第206号       平成26年11月 1日
     0467-22-5500  （データ提）第128号       平成27年 4月 1日
     （地包ケア１）第73号      平成29年 9月 1日
     （短手２）第14号          平成23年 6月 1日
     （食）第81号              昭和33年10月 1日
     （薬）第356号             平成26年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第614号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第373号           平成28年 9月 1日
     （運Ⅰ）第158号           平成22年10月 1日
     （脊刺）第67号            平成30年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第239号         平成29年 8月 1日
     （酸単）第39106号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  339

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2263210,097.2 医療法人　大樹会　ふ〒248-0012 一般       112（一般入院）第1355号      平成28年 4月 1日
     (216,097.6) れあい鎌倉ホスピタル鎌倉市御成町９－５ （障害入院）第1293号      平成27年 7月 1日
     鎌医97 0467-23-1111  （特施）第102号           平成22年11月 1日
     （看配）第1248号          平成22年 6月 1日
     （看補）第1126号          平成27年 7月 1日
     （後発使２）第13号        平成28年 4月 1日
     （退支）第199号           平成27年 9月 1日
     （回３）第88号            平成28年 6月 1日
     （食）第137号             昭和34年 7月 1日
     （がん指）第618号         平成24年 5月 1日
     （薬）第117号             平成 7年10月 1日
     （機安１）第32号          平成20年 4月 1日
     （医管）第274号           平成18年 4月 1日
     （在医総管）第1063号      平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第107号           平成22年 7月 1日
     （脳Ⅰ）第163号           平成26年 4月 1日
     （運Ⅰ）第113号           平成24年 8月 1日
     （呼Ⅰ）第26号            平成24年 8月 1日
     （透析水１）第135号       平成22年 4月 1日
     （胃瘻造）第169号         平成28年 4月 1日
     （補管）第1470号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39108号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264210,152.5 医療生協かながわ生活〒248-0036 （喘管）第45号            平成19年 3月 1日
     鎌医152 協同組合　深沢中央診鎌倉市手広１－９－３１ （ニコ）第80号            平成29年 6月 1日
     療所 0467-31-7284  (0467-31-0968) （支援診２）第166号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第622号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第688号       平成18年 4月 1日
     （在総）第418号           平成18年 4月 1日
     （外後発使）第115号       平成28年 4月 1日
     （酸単）第39109号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265210,183.0 小さき花の園 〒248-0033 一般        72（障害入院）第1294号      平成29年 4月 1日
     鎌医183 鎌倉市腰越１－２－１ （特施）第104号           平成28年 4月 1日
     0467-31-6703  （療）第128号             平成28年 4月 1日
     （後発使１）第24号        平成28年 4月 1日
     （特疾２）第25号          平成25年 6月 1日
     （食）第626号             平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第292号           平成23年 8月 1日
     （運Ⅰ）第170号           平成23年 8月 1日
     （障）第16号              平成18年 4月 1日
     （酸単）第39110号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266210,200.2 菅原外科医院 〒248-0036 （１７５）第579号         平成14年 4月 1日
     鎌医200 鎌倉市手広２－４－３２
     0467-31-4025  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  340

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2267210,207.7 柏木外科胃腸内科 〒248-0033 （時間外２）第1141号      平成26年 1月 7日
     鎌医207 鎌倉市腰越１１７１
     0467-31-2486  (0467-31-2486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268210,210.1 鎌倉市医師会休日夜間〒248-0013
     鎌医210 急患診療所 鎌倉市材木座３－５－３５
     0467-22-1245  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269210,238.2 森岡医院 〒247-0051 （がん指）第626号         平成24年 5月 1日
     鎌医238 鎌倉市岩瀬１４９７ （１７５）第585号         平成14年 4月 1日
     0467-45-2425  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270210,243.2 医療法人社団　善仁会〒247-0056 （時間外２）第1106号      平成25年 2月 1日
     鎌医243 　湘南クリニック 鎌倉市大船２－６－１４ （糖管）第266号           平成28年11月 1日
     0467-45-7490  (0467-45-6838) （透析水２）第111号       平成24年 8月 1日
     （肢梢）第158号           平成28年12月 1日
     （酸単）第39111号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271210,254.9 鎌倉内科診療所 〒248-0006
     鎌医254 鎌倉市小町１－１１－９
     0467-22-1728  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272210,260.6 中村内科 〒247-0072
     鎌医260 鎌倉市岡本１２４１－４
     0467-45-5780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273210,262.2 山下・ごとう小児科内〒248-0024
     鎌医262 科 鎌倉市稲村が崎２－８－１０
     0467-22-1726  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274210,268.9 七里が浜眼科 〒248-0025 （１７５）第589号         平成14年 4月 1日
     鎌医268 鎌倉市七里が浜東４－２１－３
     0467-32-0875  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275210,272.1 遠藤クリニック 〒247-0062 （支援診３）第494号       平成28年 9月 1日
     鎌医272 鎌倉市山ノ内５１２－１ （地連計）第27号          平成28年 9月 1日
     0467-23-2355  （在医総管）第131号       平成18年 4月 1日
     （在総）第725号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276210,274.7 大船こどもクリニック〒247-0056 （時間外２）第187号       平成22年 4月 1日
     鎌医274 鎌倉市大船２－３－７
     0467-45-6393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  341

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2277210,275.4 医療法人　湘和会　湘〒248-0027 一般       100（一般入院）第1651号      平成29年11月 1日
     鎌医275 南記念病院 鎌倉市笛田２－２－６０ 療養        61（療養入院）第258号       平成28年 1月 1日
     0467-32-3456  （診療録１）第41号        平成26年 6月 1日
     （事補１）第66号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第118号       平成28年10月 1日
     （看夜配）第54号          平成28年 4月 1日
     （医療安全２）第275号     平成29年 1月 1日
     （感染防止２）第61号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第224号         平成29年10月 1日
     （病棟薬１）第65号        平成26年 1月 1日
     （データ提）第120号       平成27年 1月 1日
     （退支）第149号           平成28年12月 1日
     （認ケア）第162号         平成30年 2月 1日
     （回３）第86号            平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第33号      平成28年12月 1日
     （食）第448号             昭和63年 7月 1日
     （がん疼）第145号         平成23年 7月 1日
     （がん指１）第75号        平成26年10月 1日
     （がん指２）第59号        平成26年10月 1日
     （がん指３）第22号        平成26年 6月 1日
     （ニコ）第1138号          平成29年 6月 1日
     （がん指）第1257号        平成28年 5月 1日
     （薬）第159号             平成 9年 3月 1日
     （支援病２）第10号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第1780号      平成26年 6月 1日
     （在総）第1293号          平成26年 6月 1日
     （検Ⅰ）第93号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第106号           平成22年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第615号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第141号         平成25年 1月 1日
     （菌）第142号             平成25年 1月 1日
     （脳Ⅰ）第134号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第67号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第174号           平成24年 5月 1日
     （がんリハ）第58号        平成27年 7月 1日
     （組再乳）第1号           平成25年 7月18日
     （乳セ２）第41号          平成22年 5月 1日
     （乳腫）第25号            平成29年 1月 1日
     （ゲル乳再）第1号         平成25年 7月18日
     （ペ）第128号             平成12年11月 1日
     （胃瘻造）第104号         平成26年10月 1日
     （輸血Ⅱ）第111号         平成25年 4月 1日
     （輸適）第89号            平成25年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第100号       平成27年 8月 1日
     （麻管Ⅰ）第161号         平成21年 2月 1日
     （酸単）第39112号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  342

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2278210,276.2 笹川内科クリニック 〒248-0006 （酸単）第39113号         平成29年 4月 1日
     鎌医276 鎌倉市小町２－１４－１０鎌倉メ
     ディカルサプライビル２，３Ｆ
     0467-24-0220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279210,283.8 医療法人　湘南谷野会〒248-0035 （コン１）第84号          平成28年 4月 1日
     鎌医283 　西鎌倉谷野眼科 鎌倉市西鎌倉１－２－２０ （外後発使）第218号       平成28年12月 1日
     0467-32-6009  （１７５）第591号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280210,287.9 医療法人　大船クリニ〒247-0071 （在医総管）第659号       平成18年 4月 1日
     鎌医287 ック 鎌倉市玉縄１－１１－１１
     0467-44-5505  (0467-44-5560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281210,289.5 医療法人社団　神尾耳〒247-0056 （１７５）第29号          平成14年 4月 1日
     鎌医289 鼻咽喉科医院 鎌倉市大船１－７－５大船末広ビ
     ル２階
     0467-46-5218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282210,291.1 医療法人社団　花岡内〒247-0056 （支援診３）第71号        平成28年11月 1日
     鎌医291 科クリニック 鎌倉市大船４－２１－２５ （在医総管）第137号       平成18年 4月 1日
     0467-43-2800  (0467-43-0542) （在総）第421号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283210,293.7 後藤眼科医院 〒248-0012 （コン１）第85号          平成28年 4月 1日
     鎌医293 鎌倉市御成町４－４０
     0467-22-0307  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284210,296.0 鎌倉西口クリニック 〒248-0012
     鎌医296 鎌倉市御成町１１－１長塚ビル４
     階
     0467-22-5657  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285210,299.4 医療法人社団　沼田医〒248-0013 （在医総管）第731号       平成18年 4月 1日
     鎌医299 院 鎌倉市材木座３－１４－１７
     0467-22-2143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286210,304.2 医療法人社団　倉岡胃〒247-0072 （ニコ）第624号           平成29年 7月 1日
     鎌医304 腸科内科 鎌倉市岡本２－６－３９ （がん指）第625号         平成24年 5月 1日
     0467-43-1748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287210,312.5 ひいらぎ耳鼻咽喉科ク〒247-0055
     鎌医312 リニック 鎌倉市小袋谷１－９－１８
     0467-45-9187  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288210,315.8 腰越中央医院 〒248-0033 一般 （ＨＰＶ）第118号         平成22年 4月 1日
     鎌医315 鎌倉市腰越４－８－２９ 　　一般    12
     0467-32-5511  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  343

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2289210,317.4 湘南神経科・内科 〒248-0033 （時間外２）第995号       平成24年 4月 1日
     鎌医317 鎌倉市腰越４－６－７ （在医総管）第1703号      平成25年11月 1日
     0467-33-0605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290210,318.2 医療法人社団　田川医〒247-0063 （時間外２）第759号       平成22年 6月 1日
     鎌医318 院 鎌倉市梶原２－３４－５ （ニコ）第748号           平成29年 7月 1日
     0467-44-1657  （在医総管）第1362号      平成22年 9月 1日
     （デ小）第47号            平成13年 2月 1日
     （１７５）第10号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291210,320.8 まつむらファミリーク〒247-0056 （時間外２）第1331号      平成29年 1月 1日
     鎌医320 リニック 鎌倉市大船１－２３－３１浜田ビ （がん疼）第377号         平成29年 1月 1日
     ル３Ｆ （ニコ）第843号           平成29年 6月 1日
     0467-45-3335  （支援診３）第1331号      平成28年11月 1日
     （在診実１）第213号       平成30年 3月 1日
     （がん指）第627号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第2052号      平成28年11月 1日
     （１７５）第592号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39114号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292210,321.6 雪ノ下診療所 〒248-0006 （時間外１）第132号       平成24年 4月 1日
     鎌医321 鎌倉市小町１－６－５ （認１）第34号            平成26年 4月 1日
     0467-22-1778  （ショ小）第53号          平成25年12月 1日
     （抗治療）第1号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293210,322.4 原皮膚科医院 〒248-0007
     鎌医322 鎌倉市大町１－１８－１５
     0467-22-3858  (0467-24-9313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294210,323.2 小林クリニック 〒247-0056
     鎌医323 鎌倉市大船３－１－３　セイショ
     ウナン７階
     0467-47-8640  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295210,324.0 かまくらクリニック 〒247-0063 （在医総管）第2053号      平成28年11月 1日
     鎌医324 鎌倉市梶原５－１－１
     0467-45-4161  (0467-44-1861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296210,325.7 湘南脳神経外科クリニ〒247-0056 （時間外２）第817号       平成22年 8月 1日
     鎌医325 ック 鎌倉市大船３－１－３セイショウ
     ナンビル２Ｆ
     0467-46-6161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297210,327.3 医療法人社団　湘美会〒247-0055 （糖防管）第31号          平成24年 4月 1日
     鎌医327 　湘南髙井内科 鎌倉市小袋谷１－９－１８髙井ビ （支援診３）第801号       平成29年 4月 1日
     ル２Ｆ （在医総管）第1312号      平成22年 4月 1日
     0467-45-8180  (0467-48-6026)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  344

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2298210,331.5 医療法人社団　明祐会〒247-0063 （時間外１）第302号       平成24年 6月 1日
     鎌医331 　阿部脳神経外科 鎌倉市梶原２－２５－２ （神経）第131号           平成20年12月 1日
     0467-46-6181  （Ｃ・Ｍ）第584号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第39115号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299210,332.3 中江心臓血圧医院 〒247-0051
     鎌医332 鎌倉市岩瀬１－１５－２０湘南中
     ビル１階
     0467-44-7808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300210,333.1 医療法人　かまくら泌〒248-0006 （外後発使）第206号       平成28年 8月 1日
     鎌医333 尿器科 鎌倉市小町２－２－３
     0467-23-5122  (0467-24-9688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301210,335.6 高井内科クリニック 〒247-0056 （ニコ）第106号           平成29年 7月 1日
     鎌医335 鎌倉市大船１－２６－２７日生大 （在医総管）第1064号      平成20年 4月 1日
     船ビル１階 （持血測）第28号          平成29年 9月 1日
     0467-43-5556  (0467-47-9519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302210,337.2 西鎌倉こどもクリニッ〒248-0033 （時間外１）第163号       平成24年 4月 1日
     鎌医337 ク 鎌倉市腰越１１７９石黒ビル２Ｆ
     0467-39-1134  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303210,338.0 道躰クリニック 〒248-0006 （時間外１）第303号       平成24年 6月 1日
     鎌医338 鎌倉市小町１－２－１６早見プラ （１７５）第593号         平成14年 4月 1日
     ザ３階 （酸単）第39116号         平成29年 4月 1日
     0467-25-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304210,339.8 吉岡内科医院 〒248-0011 （時間外１）第160号       平成24年 4月 1日
     鎌医339 鎌倉市扇ガ谷１－９－４ （支援診３）第549号       平成29年 4月 1日
     0467-25-5536  (0467-25-5592) （がん指）第621号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第660号       平成18年 4月 1日
     （在総）第763号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305210,340.6 大河内メンタルクリニ〒247-0056
     鎌医340 ック 鎌倉市大船２－１８－１６
     0467-47-1235  (0467-47-1235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306210,341.4 田辺整形外科 〒247-0056 （運Ⅱ）第400号           平成20年 4月 1日
     鎌医341 鎌倉市大船２－１８－２０ （酸単）第39117号         平成29年 4月 1日
     0467-44-5290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  345

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2307210,342.2 道躰クリニック梶原 〒247-0063 一般        19（時間外１）第304号       平成24年 6月 1日
     鎌医342 鎌倉市梶原２－３４－１ （診入院）第581号         平成27年 9月 1日
     0467-48-3000  (0467-48-3111) （診入帰）第4号           平成28年 4月 1日
     （後発使２）第16号        平成28年 4月 1日
     （がん疼）第346号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第628号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第2133号      平成29年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第925号         平成29年 7月 1日
     （外後発使）第149号       平成28年 4月 1日
     （１７５）第594号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39118号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308210,343.0 若林整形外科 〒247-0056
     鎌医343 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ
     ィカルビル１階
     0467-45-6610  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309210,348.9 じんの内科クリニック〒248-0014 （ニコ）第443号           平成29年 7月 1日
     鎌医348 鎌倉市由比ガ浜３－１１－３９福 （支援診３）第495号       平成29年 3月 1日
     地ビル１Ｆ （在医総管）第142号       平成18年 4月 1日
     0467-60-4866  （在総）第726号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310210,349.7 じんの眼科クリニック〒248-0014 （コン１）第88号          平成29年 3月 1日
     鎌医349 鎌倉市由比ガ浜３－１１－３９福
     地ビル２階
     0467-60-4867  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311210,353.9 医療法人昌晋会　鎌倉〒248-0005 （在医総管）第144号       平成18年 4月 1日
     鎌医353 雪ノ下クリニック 鎌倉市雪ノ下４－１－８
     0467-22-0111  (0467-22-0111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312210,357.0 コスモス皮フ科 〒247-0056
     鎌医357 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ
     ィカルビル３０１
     0467-43-2468  (0467-43-2468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313210,358.8 医療法人社団　湘南友〒247-0061 （時間外１）第161号       平成24年 4月 1日
     鎌医358 和会　さとうクリニッ鎌倉市台５－８－２９いけだビル （地包加）第115号         平成26年 4月 1日
     ク ２０３ （ニコ）第81号            平成29年 7月 1日
     0467-43-5220  (0467-45-6207) （支援診３）第75号        平成29年 3月 1日
     （在診実１）第71号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第140号       平成18年 4月 1日
     （在総）第423号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314210,360.4 富士見診療所 〒247-0061 （時間外１）第162号       平成24年 4月 1日
     鎌医360 鎌倉市台３－９－３２ （在医総管）第1365号      平成22年 9月 1日
     0467-44-0001  (0467-44-0004)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  346

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2315210,362.0 藤本小児科医院 〒248-0014 （１７５）第596号         平成17年 1月 5日
     鎌医362 鎌倉市由比ガ浜３－１１－１６
     0467-22-0381  (0467-23-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316210,364.6 山口内科 〒247-0056 （ニコ）第92号            平成29年 6月 1日
     鎌医364 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ （酸単）第39119号         平成29年 4月 1日
     ィカルビル　２０１
     0467-47-1312  (0467-47-1314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317210,365.3 西井クリニック 〒248-0014 （がん指）第620号         平成24年 5月 1日
     鎌医365 鎌倉市由比ガ浜２－１６－２ （ＨＰＶ）第119号         平成22年 4月 1日
     0467-23-3880  （１７５）第3014号        平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318210,369.5 西鎌倉ファミリークリ〒248-0035 （時間外３）第6号         平成24年 4月 1日
     鎌医369 ニック 鎌倉市西鎌倉１－１９－９福田ビ （喘管）第4号             平成18年 4月 1日
     ル２Ｆ （ニコ）第107号           平成29年 6月 1日
     0467-39-3880  （在医総管）第146号       平成18年 4月 1日
     （在総）第424号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319210,370.3 橋本クリニック 〒248-0014 （時間外１）第164号       平成24年 4月 1日
     鎌医370 鎌倉市由比ガ浜２－２－４０ （地包加）第66号          平成26年 4月 1日
     0467-22-7226  （支援診３）第1018号      平成29年 4月 1日
     （在診実１）第80号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第616号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1065号      平成20年 4月 1日
     （在総）第1190号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320210,371.1 芋川耳鼻咽喉科クリニ〒248-0006 （高）第176号             平成19年 9月 1日
     鎌医371 ック 鎌倉市小町２－１０－１壱番館ビ （ニコ）第770号           平成29年 6月 1日
     ル３Ｆ （１７５）第602号         平成14年 4月 1日
     0467-24-7273  (0467-24-7273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321210,373.7 髙橋眼科 〒247-0056 （コン１）第90号          平成29年 4月 1日
     鎌医373 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ
     ィカルビル２Ｆ
     0467-46-7882  (0467-46-6228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322210,374.5 瀧内科クリニック 〒247-0063
     鎌医374 鎌倉市梶原１－５－１２ピュア湘
     南２Ｆ
     0467-44-1024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323210,376.0 クリニック森 〒247-0056 （在医総管）第760号       平成18年 4月 1日
     鎌医376 鎌倉市大船２－１８－２４
     0467-40-2500  (0467-40-2922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  347

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2324210,378.6 池田腎・泌尿器クリニ〒247-0056
     鎌医378 ック 鎌倉市大船１－１０－１６
     0467-48-2211  (0467-48-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325210,382.8 柳川クリニック 〒248-0035 （時間外１）第118号       平成24年 4月 1日
     鎌医382 鎌倉市西鎌倉１－１８－３ （喘管）第5号             平成18年 4月 1日
     0467-33-0857  (0467-33-1229) （支援診３）第78号        平成29年 3月 1日
     （地連計）第37号          平成28年10月 1日
     （在医総管）第147号       平成18年 4月 1日
     （在総）第425号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第40390号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326210,384.4 章平クリニック 〒248-0025 （がん指）第630号         平成24年 5月 1日
     鎌医384 鎌倉市七里ヶ浜東３－４－２０ （地連計）第28号          平成28年 9月 1日
     0467-31-5554  (0467-31-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327210,389.3 土橋医院 〒247-0073 （外後発使）第190号       平成28年 7月 1日
     鎌医389 鎌倉市植木５９０－９植木ビル１ （１７５）第595号         平成14年 6月 1日
     Ｆ
     0467-46-8258  (0467-46-8258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328210,392.7 立山医院 〒247-0055 （ニコ）第1088号          平成29年 6月 1日
     鎌医392 鎌倉市小袋谷１－７－２７星ビル （がん指）第1159号        平成26年 8月 1日
     １Ｆ （在医総管）第1819号      平成26年 8月 1日
     0467-46-0639  (0467-46-0639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329210,393.5 足立医院 〒248-0007 （時間外２）第1065号      平成24年 5月 1日
     鎌医393 鎌倉市大町２－２－４ （小か診）第41号          平成28年 4月 1日
     0467-22-2125  (0467-23-3073) （酸単）第39120号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330210,400.8 川島整形外科 〒248-0034 （運Ⅱ）第626号           平成26年 9月 1日
     鎌医400 鎌倉市津西１－１７－４４
     0467-39-1223  (0467-39-1225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331210,402.4 安保小児科医院 〒247-0072
     鎌医402 鎌倉市岡本２－５－１１－１０１
     0467-48-6206  (0467-48-6207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332210,405.7 医療法人社団　澤田整〒248-0006 （時間外２）第122号       平成22年 4月 1日
     鎌医405 形外科ペインクリニッ鎌倉市小町１－５－２１鎌倉Ｍｏ
     ク ｒｉビル２Ｆ
     0467-23-1450  (0467-23-1450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  348

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2333210,408.1 大船田園眼科 〒247-0056 一般 （時間外２）第295号       平成22年 4月 1日
     鎌医408 鎌倉市大船２－１８－３６ 　　一般     1（診入院）第638号         平成22年 4月 1日
     0467-45-0485  (0467-45-0485) （コン１）第95号          平成28年 6月 1日
     （角膜切）第5号           平成24年 5月 1日
     （先１４０）第11号        平成22年 5月 1日
     （酸単）第39121号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334210,410.7 しおのいり内科 〒247-0056 （時間外２）第431号       平成22年 4月 1日
     鎌医410 鎌倉市大船３－１－３セイショウ （ニコ）第108号           平成29年 7月 1日
     ナン４Ｆ （がん指）第623号         平成24年 5月 1日
     0467-42-7640  (0467-42-7651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335210,411.5 鎌倉小町通り診療所 〒248-0006 （在医総管）第1318号      平成22年 5月 1日
     鎌医411 鎌倉市小町１－６－５第２小町ビ
     ル２Ｆ
     0467-23-2366  (0467-23-7715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336210,412.3 高橋耳鼻咽喉科クリニ〒248-0005 （高）第204号             平成21年 9月28日
     鎌医412 ック 鎌倉市雪ノ下１－１０－２６
     0467-24-8780  (0467-81-3494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337210,416.4 金丸ペインクリニック〒247-0056 （支援診３）第87号        平成29年 3月 1日
     鎌医416 （麻酔科・内科） 鎌倉市大船１－２７－２８ＳＴＫ （在医総管）第161号       平成18年 4月 1日
     ビル２０２ （在総）第435号           平成18年 4月 1日
     0467-42-8555  (0467-42-8556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338210,417.2 鎌倉内科クリニック 〒247-0062 （時間外２）第753号       平成22年 4月 1日
     鎌医417 鎌倉市山ノ内７３６ （在医総管）第909号       平成18年11月 1日
     0467-45-5939  (0467-45-5939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339210,418.0 ハートクリニック 〒247-0056 （酸単）第39122号         平成29年 4月 1日
     鎌医418 鎌倉市大船１－２２－９湘南大船
     ビル４Ｆ
     0467-46-8610  (0467-46-8611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340210,419.8 岩武耳鼻咽喉科医院 〒247-0061 （高）第127号             平成17年 1月 1日
     鎌医419 鎌倉市台５－２－２７
     0467-46-2977  (0467-46-2977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341210,420.6 医療法人とよた医院 〒248-0005 （地連計）第29号          平成28年 9月 1日
     鎌医420 鎌倉市雪ノ下１－９－２１トウセ （在医総管）第162号       平成18年 4月 1日
     ン鎌倉ビル２Ｆ （酸単）第39123号         平成29年 4月 1日
     0467-61-2963  (0467-61-2964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  349

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2342210,423.0 たまいこころクリニッ〒248-0011
     鎌医423 ク 鎌倉市扇ガ谷１－８－１山口ビル
     ２階Ｂ室
     0467-25-5564  (0467-25-5564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343210,424.8 にしかま耳鼻咽喉科診〒248-0035
     鎌医424 療所 鎌倉市西鎌倉１－２－１０
     0467-38-1633  (0467-38-1634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344210,426.3 医療法人社団奏愛会　〒247-0056 （時間外２）第561号       平成22年 4月 1日
     鎌医426 信愛クリニック 鎌倉市大船２－２６－１０ （ニコ）第276号           平成29年 7月 1日
     0467-48-6678  (0467-48-6675) （支援診２）第410号       平成29年10月 1日
     （在医総管）第164号       平成18年 4月 1日
     （在総）第1480号          平成29年 6月 1日
     （酸単）第39124号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345210,427.1 おちあい内科循環器科〒248-0032
     鎌医427 鎌倉市津８８７
     0467-31-6532  (0467-31-6532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346210,428.9 いくた小児クリニック〒247-0056 （酸単）第39125号         平成29年 4月 1日
     鎌医428 鎌倉市大船１－２７－２８ＳＴＫ
     ビル１０２号
     0467-47-4787  (0467-47-4789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347210,430.5 小林内科医院 〒248-0006
     鎌医430 鎌倉市小町２－９－１３
     0467-22-1888  (0467-22-1893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348210,431.3 七里が浜診療所 〒248-0025 （がん指）第193号         平成23年 5月 1日
     鎌医431 鎌倉市七里ガ浜東３－１１－１ （在医総管）第661号       平成18年 4月 1日
     0467-38-1290  (0467-38-1291) （在総）第657号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39126号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349210,432.1 赤尾耳鼻咽喉科医院 〒248-0012 （高）第145号             平成17年11月 1日
     鎌医432 鎌倉市御成町５－６ （１７５）第575号         平成17年11月 1日
     0467-25-3387  (0467-25-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350210,436.2 鎌倉整形外科 〒248-0007 （在医総管）第805号       平成18年 7月 1日
     鎌医436 鎌倉市大町１－５－１０
     0467-22-3505  (0467-23-6715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351210,441.2 医療法人社団　プラタ〒248-0011 （支援診２）第172号       平成29年 2月 1日
     鎌医441 ナス　鎌倉アーバンク鎌倉市扇ガ谷１－１－２９大崎ビ （在医総管）第167号       平成18年 4月 1日
     リニック ル２Ｆ （在総）第438号           平成18年 4月 1日
     0467-61-3305  (0467-61-3306)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  350

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2352210,447.9 池田整形外科 〒248-0014 （時間外２）第159号       平成22年 4月 1日
     鎌医447 鎌倉市由比ガ浜３－１－１０ （酸単）第39127号         平成29年 4月 1日
     0467-25-6116  (0467-25-6946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353210,448.7 材木座診療所 〒248-0013 （がん指）第629号         平成24年 5月 1日
     鎌医448 鎌倉市材木座３－１６－９　スガ （在医総管）第948号       平成19年 4月 1日
     ワラビル２０００　１階
     0467-61-2275  (0467-61-2275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354210,450.3 まり眼科 〒247-0063 （ロー検）第18号          平成25年10月 1日
     鎌医450 鎌倉市梶原１－５－１２　ピュア
     湘南３Ｆ
     0467-48-0031  (0467-40-4717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355210,451.1 北鎌倉眼科 〒247-0062 （コン１）第87号          平成29年 4月 1日
     鎌医451 鎌倉市山ノ内１３３７－５山ノ内
     ビル１階Ａ号室
     0467-22-8852  (0467-22-8852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356210,453.7 深沢皮膚科 〒247-0063
     鎌医453 鎌倉市梶原１－５－１７
     0467-45-6241  (0467-45-6241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357210,455.2 ハートクリニックデイ〒247-0056 （ショ小）第15号          平成19年 6月 1日
     鎌医455 ケア 鎌倉市大船１－２３－２６ニュー （デ小）第68号            平成19年 6月 1日
     大船ビル３階
     0467-48-2702  (0467-48-2702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358210,459.4 鎌倉市医師会立産科診〒248-0006 一般         8（時間外１）第167号       平成24年 4月 1日
     鎌医459 療所　ティアラかまく鎌倉市小町１－９－１０ （診入院）第559号         平成26年 4月 1日
     ら 0467-61-0311  (0467-23-9901) （ＨＰＶ）第377号         平成26年 8月 1日
     （酸単）第39128号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359210,460.2 メンタルホスピタル　〒248-0031 精神        90（精神入院）第2156号      平成27年11月 1日
     鎌医460 かまくら山 鎌倉市鎌倉山１－２３－１ （看補）第1462号          平成24年 7月 1日
     0467-32-2550  (0467-32-2639) （後発使１）第49号        平成28年 4月 1日
     （食）第633号             平成21年 1月 1日
     （精）第64号              平成21年 1月 1日
     （医療保護）第69号        平成24年 7月 1日
     （酸単）第39129号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360210,462.8 若杉内科クリニック 〒247-0056 （酸単）第39130号         平成29年 4月 1日
     鎌医462 鎌倉市大船６－１－１松竹ショッ
     ピングセンターＢ棟２Ｆ
     0467-47-6755  (0467-47-6755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  351

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2361210,463.6 井口内科医院 〒248-0012 （時間外１）第2号         平成24年 4月 1日
     鎌医463 鎌倉市御成町６－９ （地包加）第222号         平成27年 4月 1日
     0467-22-4681  (0467-24-5394) （支援診２）第352号       平成28年 7月 1日
     （がん指）第340号         平成23年10月 1日
     （在医総管）第1209号      平成21年 3月11日
     （在総）第915号           平成21年 3月11日
     （酸単）第39131号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362210,464.4 若宮大路鎌倉メンタル〒248-0005 （ニコ）第783号           平成29年 7月 1日
     鎌医464 クリニック 鎌倉市雪ノ下１－９－２１トウセ （認１）第33号            平成26年 3月 1日
     ン鎌倉ビル３Ｆ
     050-37343855  (050-37343854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363210,465.1 鎌倉皮膚科クリニック〒248-0012
     鎌医465 鎌倉市御成町１２－１２片岡ビル
     ３Ｆ
     0467-25-4112  (0467-25-4113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  352

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2364210,466.9 医療法人　沖縄徳洲会〒247-8533 一般       619（一般入院）第1784号      平成29年 3月 1日
     鎌医466 　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本１３７０－１ （総合２）第3号           平成28年 6月 1日
     0467-46-1717  (0467-45-0190) （超急性期）第59号        平成22年 9月 1日
     （診療録１）第45号        平成26年 9月 1日
     （事補１）第86号          平成30年 1月 1日
     （急性看補）第104号       平成29年11月 1日
     （看夜配）第12号          平成28年 6月 1日
     （療）第126号             平成29年 6月 1日
     （重）第193号             平成29年 6月 1日
     （無菌１）第8号           平成24年 4月 1日
     （栄養チ）第24号          平成22年 9月 1日
     （医療安全１）第194号     平成22年 9月 1日
     （感染防止１）第41号      平成26年12月 1日
     （患サポ）第102号         平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第35号        平成22年 9月 1日
     （ハイ妊娠）第96号        平成22年 9月 1日
     （ハイ分娩）第71号        平成22年 9月 1日
     （呼吸チ）第31号          平成27年 5月 1日
     （病棟薬１）第34号        平成24年 4月 1日
     （病棟薬２）第12号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第66号        平成24年10月 1日
     （退支）第31号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第4号           平成28年 4月 1日
     （精疾診）第18号          平成28年 4月 1日
     （救１）第14号            平成26年12月 1日
     （救４）第9号             平成28年 6月 1日
     （集４）第4号             平成28年 6月 1日
     （短手１）第31号          平成22年 9月 1日
     （短手２）第13号          平成22年 9月 1日
     （食）第657号             平成22年 9月 1日
     （糖管）第128号           平成22年 9月 1日
     （がん疼）第120号         平成22年 9月 1日
     （がん指１）第50号        平成24年 4月 1日
     （がん指２）第31号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第12号        平成26年 4月 1日
     （移植管臓）第10号        平成27年 3月 1日
     （糖防管）第36号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第32号            平成24年 4月 1日
     （放射診）第31号          平成26年11月 1日
     （がん指）第354号         平成23年12月 1日
     （排自）第7号             平成29年 3月 1日
     （肝炎）第95号            平成22年 9月 1日
     （薬）第318号             平成22年 9月 1日
     （機安１）第147号         平成22年 9月 1日
     （機安２）第45号          平成26年 4月 1日
     （在血液）第22号          平成30年 2月 1日
     （持血測）第13号          平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  353

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ＨＰＶ）第282号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第222号           平成22年 9月 1日
     （検Ⅳ）第29号            平成23年 4月 1日
     （血内）第43号            平成24年10月 1日
     （胎心エコ）第21号        平成22年 9月 1日
     （歩行）第68号            平成25年11月 1日
     （ヘッド）第34号          平成24年 7月 1日
     （神経）第175号           平成22年 9月 1日
     （小検）第110号           平成29年 5月 1日
     （誘発）第31号            平成22年 9月 1日
     （Ｃ気鏡）第14号          平成24年 4月 1日
     （画１）第91号            平成22年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第616号         平成28年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第50号          平成22年 9月 1日
     （心臓Ｍ）第56号          平成22年 9月 1日
     （抗悪処方）第62号        平成22年 9月 1日
     （外化１）第128号         平成22年 9月 1日
     （菌）第125号             平成22年 9月 1日
     （心Ⅰ）第40号            平成24年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第126号           平成24年 5月 1日
     （運Ⅰ）第159号           平成24年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第162号           平成24年 5月 1日
     （がんリハ）第82号        平成28年 9月 1日
     （透析水２）第53号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第60号            平成28年 4月 1日
     （組再乳）第5号           平成25年 8月 1日
     （脳刺）第36号            平成22年 9月 1日
     （脊刺）第40号            平成22年 9月 1日
     （乳セ１）第52号          平成23年11月 1日
     （乳セ２）第52号          平成23年11月 1日
     （乳腫）第26号            平成29年 8月 1日
     （ゲル乳再）第5号         平成25年 8月 1日
     （経特）第39号            平成27年10月 1日
     （カ大弁置）第1号         平成25年10月 1日
     （経中）第43号            平成22年 9月 1日
     （ペ）第186号             平成22年 9月 1日
     （両ペ）第34号            平成22年 9月 1日
     （除）第34号              平成27年10月 1日
     （両除）第28号            平成22年 9月 1日
     （大）第104号             平成22年 9月 1日
     （補心）第23号            平成27年 1月 1日
     （胆腫）第13号            平成28年 4月 1日
     （腹肝）第32号            平成28年 4月 1日
     （腹膵切）第14号          平成24年 4月 1日
     （早大腸）第21号          平成24年 4月 1日
     （生腎）第6号             平成24年12月 1日
     （腹前）第24号            平成29年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  354

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （腹前支器）第5号         平成25年 2月 1日
     （腹子）第12号            平成26年11月 1日
     （医手休）第27号          平成30年 1月 1日
     （医手外）第27号          平成30年 1月 1日
     （医手深）第27号          平成30年 1月 1日
     （胃瘻造）第142号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第45号          平成22年 9月 1日
     （輸適）第50号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第34号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第91号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第181号         平成22年 9月 1日
     （麻管Ⅱ）第37号          平成28年12月 1日
     （放専）第43号            平成22年10月 1日
     （外放）第33号            平成22年10月 1日
     （高放）第128号           平成23年 4月 1日
     （増線）第15号            平成26年 4月 1日
     （強度）第5号             平成23年 4月 1日
     （画誘）第12号            平成22年10月 1日
     （体対策）第7号           平成24年 4月 1日
     （直放）第17号            平成22年10月 1日
     （病理診１）第36号        平成24年 7月 1日
     （先１４０）第18号        平成23年 1月 1日
     （先－２５９）第1号       平成27年 4月 1日
     （酸単）第39132号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365210,467.7 医療法人　沖縄徳洲会〒247-0061 一般 （診入院）第566号         平成26年 4月 1日
     鎌医467 　湘南鎌倉人工関節セ鎌倉市台５－４－１７ 　　一般    19（検Ⅰ）第214号           平成22年 2月 1日
     ンター 0467-47-2377  (0467-47-2370) （Ｃ・Ｍ）第590号         平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第459号           平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第170号         平成22年 2月 1日
     （酸単）第39133号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366210,468.5 みやけこども医院 〒247-0063
     鎌医468 鎌倉市梶原１－５－１２ピュア湘
     南３０１
     0467-45-8068  (0467-45-8068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367210,470.1 医療法人社団　守巧会〒247-0056 （時間外２）第814号       平成22年 6月 1日
     鎌医470 　矢内原ウィメンズク鎌倉市大船１－２６－２９いちご （ＨＰＶ）第271号         平成22年 6月 1日
     リニック 大船ビル４Ｆ （酸単）第39134号         平成29年 4月 1日
     0467-50-0112  (0467-50-0113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  355

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2368210,471.9 鎌倉ヒロ病院 〒248-0013 一般        49（一般入院）第1783号      平成27年12月 1日
     鎌医471 鎌倉市材木座１－７－２２ 療養        30（療養入院）第438号       平成22年 6月 1日
     0467-24-7171  (0467-24-7174) （診療録２）第175号       平成22年 9月 1日
     （看補）第1548号          平成28年 4月 1日
     （療養１）第105号         平成22年 6月 1日
     （患サポ）第210号         平成28年 8月 1日
     （後発使１）第25号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第121号       平成27年 1月 1日
     （退支）第205号           平成28年 4月 1日
     （認ケア）第76号          平成28年11月 1日
     （地包ケア１）第46号      平成28年 8月 1日
     （食）第652号             平成22年 6月 1日
     （糖管）第267号           平成28年11月 1日
     （ニコ）第1310号          平成29年 8月 1日
     （薬）第390号             平成30年 2月 1日
     （機安１）第156号         平成24年 4月 1日
     （支援病３）第14号        平成23年 4月 1日
     （在医総管）第1354号      平成22年 6月 1日
     （在総）第1522号          平成29年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第617号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第115号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第627号           平成26年 9月 1日
     （呼Ⅱ）第59号            平成24年 4月 1日
     （透析水１）第224号       平成24年 9月 1日
     （ペ）第185号             平成22年 6月 1日
     （胃瘻造）第158号         平成27年 9月 1日
     （麻管Ⅰ）第178号         平成22年 7月 1日
     （酸単）第39135号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369210,472.7 医療法人　沖縄徳洲会〒247-0066 （ニコ）第710号           平成29年 7月 1日
     鎌医472 　湘南かまくらクリニ鎌倉市山崎１２０２－１ （酸単）第40380号         平成29年 4月 1日
     ック 0467-43-1717  (0467-45-9777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370210,473.5 由比ガ浜内科クリニッ〒248-0014 （がん指）第619号         平成24年 5月 1日
     鎌医473 ク 鎌倉市由比ガ浜３－１－１２
     0467-23-1780  (0467-23-0540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371210,474.3 ドクターゴン鎌倉診療〒248-0027 （がん疼）第285号         平成26年 9月 1日
     鎌医474 所 鎌倉市笛田４－２５－２アスクレ （支援診１）第30号        平成28年 4月 1日
     ピオン鎌倉Ｂ１，Ｂ２ （在緩診実）第16号        平成28年 4月 1日
     0467-32-5230  (0467-33-3376) （在医総管）第1826号      平成26年 9月 1日
     （在総）第1318号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372210,475.0 鎌倉山崎台クリニック〒247-0061 （在医総管）第1403号      平成23年 3月 1日
     鎌医475 鎌倉市台４－５－３３ （在総）第1030号          平成23年 3月 1日
     0467-43-2228  (0467-43-2227)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  356

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2373210,477.6 天本クリニック 〒248-0036 （がん指）第1066号        平成25年 8月 1日
     鎌医477 鎌倉市手広３－１４－８　手広ビ
     ル２Ｆ
     0467-38-1160  (0467-38-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374210,480.0 遠藤内科クリニック 〒248-0027 （ニコ）第784号           平成29年 7月 1日
     鎌医480 鎌倉市笛田４－５－１ （在医総管）第1584号      平成24年10月 1日
     0467-32-5344  (0467-32-5389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375210,481.8 医療法人　慶恭会　鎌〒248-0006 （コン１）第555号         平成28年 4月 1日
     鎌医481 倉白内障老眼クリニッ鎌倉市小町１－６－８　リアスコ （先１４０）第23号        平成24年 2月 1日
     ク小町通り眼科 ビル１Ｆ・２Ｆ
     0467-61-2623  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376210,483.4 えぞえ皮膚科大船駅前〒247-0056
     鎌医483 クリニック 鎌倉市大船２－６－７ベルデ鎌倉
     芸術館通り１０２
     0467-47-2878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377210,484.2 わたなべ眼科クリニッ〒247-0056 （コン３）第45号          平成29年 4月 1日
     鎌医484 ク 鎌倉市大船１－４－１
     0467-84-7769  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378210,486.7 泉水橋とうどうクリニ〒248-0001 （ニコ）第914号           平成29年 6月 1日
     鎌医486 ック 鎌倉市十二所６－１泉水橋クリニ （在医総管）第1781号      平成26年 6月 1日
     ックビル２Ｆ （酸単）第39136号         平成29年 4月 1日
     0467-24-1515  (0467-24-1518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379210,487.5 しみず耳鼻咽喉科クリ〒247-0072
     鎌医487 ニック 鎌倉市岡本２－５－１１第二大観
     ビル１Ｆ
     0467-42-8733  (0467-42-8734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380210,488.3 飯野眼科医院 〒247-0056
     鎌医488 鎌倉市大船１－２４－１９　３Ｆ
     0467-48-3990  (0467-48-3990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381210,489.1 さかい内科・胃腸科ク〒248-0005 （ニコ）第868号           平成29年 7月 1日
     鎌医489 リニック 鎌倉市雪ノ下３－１－３２ （在医総管）第1553号      平成24年 5月 1日
     0467-23-0015  (0467-40-6203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382210,490.9 由比ガ浜こころのクリ〒248-0014
     鎌医490 ニック 鎌倉市由比ガ浜２－１６－２　３
     Ｆ－３０１
     0467-60-5211  (0467-60-5212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  357

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2383210,493.3 医療法人　湘和会　湘〒248-0027 （時間外１）第339号       平成25年 2月 1日
     鎌医493 南記念鎌倉クリニック鎌倉市笛田２－６－１３　２Ｆ （支援診２）第201号       平成29年 4月 1日
     0467-39-3189  (0467-39-3161) （在医総管）第1617号      平成25年 2月 1日
     （在総）第1174号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384210,494.1 大船Ｔ’ｓ形成クリニ〒247-0056 （時間外２）第1108号      平成25年 3月 1日
     鎌医494 ック 鎌倉市大船１－２５－４ヴィレッ （短手１）第43号          平成27年 5月 1日
     ジビルディング２０１ （酸単）第40561号         平成29年 4月 1日
     0467-47-3711  (0467-47-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385210,495.8 医療法人社団奏愛会　〒247-0056
     鎌医495 おおふな皮ふ科 鎌倉市大船２－２６－２２湘風館
     医療ビル３Ｆ
     0467-38-6700  (0467-38-6701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386210,496.6 おび内科・漢方クリニ〒247-0072 （時間外１）第353号       平成25年 5月 1日
     鎌医496 ック 鎌倉市岡本２－１－１０プロシー
     ドビル１Ｆ
     0467-42-7288  (0467-42-7289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387210,498.2 いろでん内科・胃腸内〒247-0056 （時間外２）第1125号      平成25年 6月 1日
     鎌医498 科クリニック 鎌倉市大船１－１１－１０協和ビ （がん指）第1052号        平成25年 6月 1日
     ル２Ｆ （肝炎）第113号           平成25年 6月 1日
     0467-42-8812  (0467-42-8813) （酸単）第39137号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388210,499.0 蔵並眼科医院 〒248-0006 （コン１）第596号         平成28年 4月 1日
     鎌医499 鎌倉市小町１－１２－５
     0467-22-2029  (0467-22-2032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389210,501.3 医療法人社団　守巧会〒247-0056 一般 （時間外１）第369号       平成25年 9月 1日
     鎌医501 　矢内原医院 鎌倉市大船２－１７－１８ 　　一般    12（診入院）第680号         平成25年11月 1日
     0467-44-1188  (0467-45-0123) （ＨＰＶ）第349号         平成25年 9月 1日
     （酸単）第39138号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390211,000.5 あいクリニック 〒247-0071 （在医総管）第1727号      平成26年 1月 1日
     鎌医1000 鎌倉市玉縄１－１－５－１０６ミ （酸単）第39139号         平成29年 4月 1日
     オカステーロ鎌倉玉縄
     0467-46-1486  (0467-46-1495)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391211,004.7 中野泌尿器科医院 〒248-0006
     鎌医1004 鎌倉市小町２－１６－３３
     0467-23-0332  (0467-23-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392211,005.4 浜田耳鼻咽喉科医院 〒247-0056 （高）第273号             平成26年 4月 1日
     鎌医1005 鎌倉市大船１－２３－３１－２Ｆ
     0467-46-2336  (0467-45-8733)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  358

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2393211,006.2 はせ駅前耳鼻咽喉科ク〒248-0016 （時間外３）第36号        平成26年 6月 1日
     鎌医1006 リニック 鎌倉市長谷２－１６－３ （高）第278号             平成26年 6月 1日
     0467-25-5111  (0467-25-2211) （ニコ）第1302号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394211,007.0 たまるクリニック 〒247-0055 （ニコ）第1097号          平成29年 7月 1日
     鎌医1007 鎌倉市小袋谷１－２－２湘英ビル （がん指）第1162号        平成26年10月 1日
     １Ｆ、２Ｆ （酸単）第40440号         平成29年 4月 1日
     0467-43-5733  (0467-43-5734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395211,009.6 大船静脈瘤クリニック〒247-0056 （酸単）第40391号         平成29年 4月 1日
     鎌医1009 鎌倉市大船１－２６－３３　２Ｆ
     0467-48-0006  (0467-48-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396211,010.4 大船駅前眼科 〒247-0056 （コン３）第27号          平成29年 4月 1日
     鎌医1010 鎌倉市大船１－７－８ハマヤビル
     ２Ｆ
     0467-47-2422  (0467-47-2422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397211,011.2 左近允医院 〒247-0053 （支援診２）第304号       平成29年 4月 1日
     鎌医1011 鎌倉市今泉台４－２０－１９ （在医総管）第1849号      平成26年12月11日
     0467-45-2450  （在総）第1334号          平成26年12月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398211,012.0 大船すばるクリニック〒247-0056 （在医総管）第1910号      平成27年 7月 1日
     鎌医1012 鎌倉市大船１－２４－１９カサハ
     ラビル大船Ⅳ６Ｆ
     0467-46-0101  (0467-46-0102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399211,013.8 鎌倉御成町クリニック〒248-0012
     鎌医1013 鎌倉市御成町４－１６鎌倉ＮＳビ
     ル２Ｆ
     0467-60-5557  (0467-60-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400211,014.6 福田眼科 〒247-0072 （コン１）第640号         平成28年 4月 1日
     鎌医1014 鎌倉市岡本２－１－１０プロシー
     ドビル２０３
     0467-38-8603  (0467-38-8604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401211,015.3 かまくらファミリーク〒248-0014 （時間外２）第1266号      平成27年12月 1日
     鎌医1015 リニック 鎌倉市由比ガ浜２－６－２１ （地包加）第291号         平成28年 6月 1日
     0467-22-0522  (0467-33-5522) （がん疼）第327号         平成27年12月 1日
     （小か診）第42号          平成28年 4月 1日
     （ニコ）第1188号          平成29年 6月 1日
     （支援診２）第325号       平成29年 4月 1日
     （在緩診実）第76号        平成29年11月 1日
     （在医総管）第1942号      平成27年12月 1日
     （在総）第1391号          平成27年12月 1日
     （酸単）第39140号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  359

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2402211,016.1 岩田整形クリニック 〒247-0056 （Ｃ・Ｍ）第865号         平成28年 3月 1日
     鎌医1016 鎌倉市大船１－１２－１７　リオ （運Ⅰ）第269号           平成28年 6月 1日
     ンビル１Ｆ・２Ｆ
     0467-41-1630  (0467-41-1631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403211,017.9 横井レディースクリニ〒247-0056 （ニコ）第1244号          平成29年 7月 1日
     鎌医1017 ック 鎌倉市大船１－１２－１７　リオ （ＨＰＶ）第414号         平成28年 2月 1日
     ンビル３Ｆ
     0467-41-0015  (0467-41-0016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404211,018.7 田中医院 〒248-0022 （時間外２）第1270号      平成28年 2月 1日
     鎌医1018 鎌倉市常盤６４８－４　スカイ鎌 （在医総管）第1962号      平成28年 2月 1日
     倉２号棟１Ｆ
     0467-32-1315  (0467-32-1513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405211,019.5 コンフォート北鎌倉台〒247-0056 （支援診２）第336号       平成29年 4月 1日
     鎌医1019 クリニック 鎌倉市大船１－７－５　大船末広 （在医総管）第1968号      平成28年 3月 1日
     神尾ビル５Ｆ　Ｂ号室 （酸単）第39141号         平成29年 4月 1日
     0467-81-3456  (0467-81-3478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406211,020.3 医療法人社団　奏愛会〒247-0072 （がん疼）第349号         平成28年 5月 1日
     鎌医1020 　アカラクリニック 鎌倉市岡本１３４３－５ （ニコ）第1213号          平成29年 7月 1日
     0467-84-9527  (0467-84-9528) （支援診２）第411号       平成29年10月 1日
     （在医総管）第1996号      平成28年 5月 1日
     （在総）第1424号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407211,021.1 医療法人社団　阿部整〒247-0063 （時間外１）第533号       平成28年 4月 1日
     鎌医1021 形外科クリニック 鎌倉市梶原２－２５－２ （脳Ⅱ）第401号           平成30年 3月 1日
     0467-46-6070  (0467-46-6010) （運Ⅰ）第317号           平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408211,022.9 医療法人　沖縄徳洲会〒247-0066 一般        19（診入院）第701号         平成28年 6月 1日
     鎌医1022 　湘南鎌倉バースクリ鎌倉市山崎１０９０－５ （ＨＰＶ）第420号         平成28年 6月 1日
     ニック 0467-45-4103  (0467-45-1721) （酸単）第39142号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409211,023.7 たかだ脳神経外科クリ〒247-0056 （地連計）第30号          平成28年 9月 1日
     鎌医1023 ニック 鎌倉市大船２－１８－３２　宮内 （神経）第265号           平成28年 6月 1日
     ビル１Ｆ （Ｃ・Ｍ）第879号         平成28年 6月 1日
     0467-46-1771  (0467-50-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410211,024.5 大船　睡眠・糖尿病内〒247-0072 （時間外２）第1312号      平成28年 8月 1日
     鎌医1024 科 鎌倉市岡本２－１－１０　プロシ （糖管）第262号           平成28年 9月 1日
     ードビル２０１ （糖防管）第83号          平成29年 3月 1日
     0467-38-7555  (0467-38-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411211,025.2 近江医院 〒248-0015
     鎌医1025 鎌倉市笹目町３－１１
     0467-22-0082  (0467-53-8125)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  360

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2412211,026.0 ふれあい鎌倉クリニッ〒248-0012 （酸単）第40502号         平成29年 4月 1日
     鎌医1026 ク 鎌倉市御成町８－４１
     0467-23-7810  (0467-60-1216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413211,028.6 ゆう内科・糖尿病クリ〒247-0056
     鎌医1028 ニック 鎌倉市大船１－２３－２６　ニュ
     ー大船ビル１Ｆ－Ａ
     0467-38-8026  (0467-38-8036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414211,029.4 あいクリニック仲通 〒247-0056 （酸単）第40533号         平成29年 4月 1日
     鎌医1029 鎌倉市大船１－２２－２８　大船
     ＭＭビル１Ｆ
     0467-38-8312  (0467-38-8313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415211,030.2 大船内科・消化器内科〒247-0056 （肝炎）第131号           平成29年 8月 1日
     鎌医1030 クリニック 鎌倉市大船２－１７－２　パルテ
     ィーダ２Ｆ
     0467-38-8127  (0467-38-8128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416211,031.0 湘南おおふなクリニッ〒247-0056 （がん疼）第408号         平成29年10月 1日
     鎌医1031 ク 鎌倉市大船２－２５－２　セルア （ニコ）第1328号          平成29年10月 1日
     ージュ鎌倉大船１Ｆ （支援診２）第413号       平成29年10月 1日
     0467-44-1117  (0467-44-1105) （がん指）第1381号        平成29年10月 1日
     （在医総管）第2142号      平成29年10月 1日
     （在総）第1523号          平成29年10月 1日
     （在訪褥）第13号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2417211,032.8 ふかさわ消化器内科ク〒248-0022 （酸単）第40602号         平成29年 4月 1日
     鎌医1032 リニック 鎌倉市常盤５２－１
     0467-40-0500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418211,033.6 恵風園内科・消化器内〒248-0033 （酸単）第40618号         平成29年 4月 1日
     鎌医1033 科クリニック 鎌倉市腰越１－４－５
     0467-32-4024  (0467-32-1247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419211,034.4 長島クリニック 〒248-0034
     鎌医1034 鎌倉市津西１－１０－１０－５
     0467-33-1717  (0467-33-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420211,035.1 エミ内科クリニック 〒248-0005
     鎌医1035 鎌倉市雪ノ下２－１４－３０
     0467-22-5957  (0467-22-5957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  361

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2421220,001.2 医療法人　長谷川会　〒251-0047 療養       104（療養入院）第324号       平成28年10月 1日
     藤医1 湘南ホスピタル 藤沢市辻堂３－１０－２ （診療録２）第242号       平成29年 2月 1日
     0466-33-5111  （療養改１）第14号        平成24年10月 1日
     （データ提）第169号       平成29年 4月 1日
     （退支）第122号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第64号          平成28年10月 1日
     （地包ケア１）第69号      平成29年 4月 1日
     （食）第83号              昭和33年10月 1日
     （ニコ）第136号           平成29年 7月 1日
     （薬）第225号             平成12年 9月 1日
     （支援病２）第6号         平成27年 3月 1日
     （在医総管）第1526号      平成24年 4月 1日
     （検Ⅰ）第125号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第800号         平成26年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第201号           平成29年 1月 1日
     （運Ⅲ）第225号           平成29年 1月 1日
     （呼Ⅱ）第113号           平成29年 1月 1日
     （酸単）第39143号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422220,062.4 天野皮ふ科医院 〒251-0043
     藤医62 藤沢市辻堂元町３－１１－５
     0466-36-8600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  362

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2423220,105.1 一般財団法人　同友会〒252-0802 一般       267（一般入院）第1652号      平成29年 4月 1日
     藤医105 　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉２３４５ 療養        63（療養入院）第285号       平成28年10月 1日
     0466-44-1451  （診療録２）第83号        平成16年 3月 1日
     （事補１）第41号          平成26年 5月 1日
     （急性看補）第156号       平成26年 9月 1日
     （療）第38号              平成29年11月 1日
     （緩診）第29号            平成25年10月 1日
     （医療安全１）第169号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第69号      平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第89号        平成27年 5月 1日
     （データ提）第71号        平成24年10月 1日
     （退支）第176号           平成28年12月 1日
     （回２）第33号            平成22年10月 1日
     （地包ケア１）第66号      平成28年12月 1日
     （緩）第24号              平成29年 4月 1日
     （食）第84号              昭和33年10月 1日
     （がん疼）第69号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第22号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第54号        平成26年 6月 1日
     （がん指３）第31号        平成27年11月 1日
     （トリ）第60号            平成25年 3月 1日
     （ニコ）第621号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第121号         平成22年 9月 1日
     （薬）第65号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第33号          平成20年 4月 1日
     （在後病）第12号          平成26年 5月 1日
     （検Ⅰ）第182号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第33号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第44号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第43号          平成27年 1月 1日
     （画１）第46号            平成20年 4月 1日
     （画２）第74号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第634号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第43号          平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第9号           平成20年 4月 1日
     （抗悪処方）第42号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第94号          平成24年 8月 1日
     （菌）第55号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第71号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第116号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第64号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第14号        平成24年 4月 1日
     （自家）第12号            平成27年11月 1日
     （仙神植交）第2号         平成26年10月 1日
     （乳セ２）第30号          平成22年 4月 1日
     （ペ）第112号             平成11年 5月 1日
     （大）第61号              平成12年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  363

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （腎）第44号              平成14年 8月 1日
     （胃瘻造）第76号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第25号          平成18年 4月 1日
     （輸適）第56号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第40号          平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第67号          平成 9年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第28号          平成24年 4月 1日
     （病理診１）第50号        平成28年 6月 1日
     （酸単）第39145号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424220,148.1 株式会社神戸製鋼所藤〒251-0014
     藤医148 沢事業所診療所 藤沢市宮前字裏河内１００－１
     0466-20-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425220,150.7 いすず自動車株式会社〒252-0806 （ニコ）第1145号          平成29年 7月 1日
     藤医150 藤沢診療所 藤沢市土棚８
     0466-44-1111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426220,157.2 プレス工業（株）藤沢〒252-0816
     藤医157 工場診療所 藤沢市遠藤２００３－１
     0466-89-3500  (0466-89-3519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427220,158.0 木庭医院 〒252-0801 （在医総管）第2125号      平成29年 8月 1日
     藤医158 藤沢市長後６８０
     0466-44-0052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  364

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2428220,168.9 湘南中央病院 〒251-0056 一般       156（一般入院）第1728号      平成28年 9月 1日
     藤医168 藤沢市羽鳥１－３－４３ 療養        43（療養入院）第424号       平成21年 7月 1日
     0466-36-8151  (0466-35-2886) （診療録２）第130号       平成18年 4月 1日
     （事補２）第128号         平成25年 4月 1日
     （急性看補）第36号        平成28年 9月 1日
     （療）第89号              平成26年10月 1日
     （療養１）第25号          平成18年 4月 1日
     （医療安全２）第156号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第70号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第161号         平成24年 6月 1日
     （病棟薬１）第66号        平成26年 2月 1日
     （データ提）第99号        平成25年10月 1日
     （退支）第32号            平成24年 4月 1日
     （回１）第28号            平成26年10月 1日
     （地包ケア１）第27号      平成27年 4月 1日
     （緩）第10号              平成23年 4月 1日
     （食）第304号             平成18年 2月 1日
     （糖管）第88号            平成21年 3月 1日
     （がん疼）第123号         平成22年11月 1日
     （ニコ）第814号           平成29年 6月 1日
     （がん指）第793号         平成24年 7月 1日
     （薬）第21号              平成18年 2月 1日
     （機安１）第34号          平成20年 4月 1日
     （支援病２）第8号         平成26年10月 1日
     （在緩診病）第4号         平成29年 3月 1日
     （在医総管）第1529号      平成24年 4月 1日
     （在総）第1107号          平成24年 4月 1日
     （在看）第20号            平成25年 5月 1日
     （検Ⅰ）第122号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第635号         平成27年10月 1日
     （外化１）第12号          平成20年 4月 1日
     （菌）第95号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第70号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第73号            平成24年 4月 1日
     （透析水１）第266号       平成28年 4月 1日
     （肢梢）第31号            平成28年 4月 1日
     （ペ）第100号             平成18年 2月 1日
     （早大腸）第38号          平成25年 2月 1日
     （胃瘻造）第35号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第54号          平成19年 5月 1日
     （輸適）第57号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第23号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第241号         平成30年 2月 1日
     （酸単）第39146号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  365

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2429220,176.2 釜萢内科小児科医院 〒251-0052 （時間外２）第296号       平成22年 4月 1日
     藤医176 藤沢市藤沢８５１
     0466-22-6151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430220,184.6 医療法人　山内龍馬財〒251-0055 一般        91（一般入院）第1358号      平成24年 4月 1日
     藤医184 団　山内病院 藤沢市南藤沢４－６ （障害入院）第1281号      平成21年 6月 1日
     0466-25-2216  （診療録２）第211号       平成27年 3月 1日
     （特施）第72号            平成20年10月 1日
     （医療安全２）第164号     平成22年 4月 1日
     （後発使１）第18号        平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第119号       平成30年 1月 1日
     （認ケア）第140号         平成29年 9月 1日
     （食）第195号             昭和40年 1月30日
     （ニコ）第36号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第1307号        平成28年10月 1日
     （肝炎）第57号            平成22年 4月 1日
     （薬）第365号             平成27年11月 1日
     （支援病２）第34号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第1678号      平成25年 8月 1日
     （在総）第1262号          平成26年 3月 1日
     （検Ⅰ）第108号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第636号         平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第103号         平成26年10月 1日
     （胃瘻造嚥）第121号       平成29年11月 1日
     （酸単）第39147号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431220,196.0 こだま小児科医院 〒251-0004 （１７５）第639号         平成14年 4月 1日
     藤医196 藤沢市藤ケ岡３－１７－１１
     0466-23-7340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432220,225.7 田中医院 〒251-0004
     藤医225 藤沢市藤ケ岡１－７－１０
     0466-23-2194  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433220,232.3 佐川内科医院 〒251-0032 （ニコ）第137号           平成29年 7月 1日
     藤医232 藤沢市片瀬３－１６－６
     0466-27-4188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  366

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2434220,235.6 藤沢病院 〒251-8530 精神       420（看配）第1262号          平成23年 6月 1日
     (226,235.0) 藤沢市小塚３８３ （精移行）第47号          平成29年 4月 1日
     藤医235 0466-23-2343  (0466-24-5050) （医療安全１）第100号     平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第22号      平成24年 4月 1日
     （精急医配）第11号        平成26年 4月 1日
     （精急１）第11号          平成26年 4月 1日
     （精療）第9号             平成29年 4月 1日
     （認治１）第27号          平成24年 9月 1日
     （食）第126号             昭和43年 4月 1日
     （薬）第97号              平成 7年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第709号         平成24年 7月 1日
     （精）第8号               昭和63年 8月 1日
     （ショ大）第30号          平成19年10月 1日
     （デ大）第3号             昭和57年 1月 1日
     （医療保護）第10号        平成16年 4月 1日
     （補管）第4206号          平成12年 6月 1日
     （酸単）第39148号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435220,247.1 いなば医院 〒251-0052 （ＨＰＶ）第331号         平成24年11月 1日
     藤医247 藤沢市藤沢９４－２　３Ｆ
     0466-25-2237  (0466-25-2104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2436220,260.4 風間医院 〒251-0054 （ニコ）第1139号          平成29年 7月 1日
     藤医260 藤沢市朝日町１６－４ （在医総管）第1333号      平成22年 6月 1日
     0466-22-9020  (0466-28-2481) （１７５）第666号         平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437220,264.6 窪島医院 〒252-0816 （ニコ）第472号           平成29年 7月 1日
     藤医264 藤沢市遠藤４３８－５ （外後発使）第181号       平成28年 6月 1日
     0466-87-3002  （１７５）第669号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  367

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2438220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 一般       536（病初診）第43号          平成22年 4月 1日
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ （外来環）第32号          平成20年 4月 1日
     藤医277 0466-25-3111  (0466-25-3545) （歯特連）第23号          平成22年 4月 1日
     （一般入院）第1539号      平成29年 9月 1日
     （総合３）第32号          平成30年 2月 1日
     （超急性期）第15号        平成20年 4月 1日
     （診療録２）第56号        平成14年 4月 1日
     （事補１）第67号          平成29年 6月 1日
     （急性看補）第27号        平成26年 8月 1日
     （看夜配）第21号          平成29年 7月 1日
     （療）第156号             平成28年 3月 1日
     （重）第155号             平成28年12月 1日
     （無菌２）第19号          平成24年 4月 1日
     （緩診）第34号            平成27年 8月 1日
     （医療安全１）第11号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第47号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第114号         平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第3号         平成18年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第23号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第7号         平成21年 4月 1日
     （総合評価）第55号        平成21年 2月 1日
     （病棟薬１）第56号        平成25年 7月 1日
     （病棟薬２）第15号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第72号        平成24年10月 1日
     （退支）第33号            平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第6号         平成20年 4月 1日
     （救１）第16号            平成25年 7月 1日
     （救４）第3号             平成28年10月 1日
     （集３）第19号            平成28年10月 1日
     （新１）第34号            平成29年 6月 1日
     （小入２）第6号           平成28年 3月 1日
     （食）第249号             昭和46年12月 1日
     （ウ指）第1号             平成18年 4月 1日
     （高）第55号              平成 7年 4月 1日
     （喘管）第19号            平成18年 4月 1日
     （糖管）第63号            平成20年 5月 1日
     （がん疼）第40号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第10号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第35号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第16号        平成26年 4月 1日
     （外緩）第11号            平成24年 4月 1日
     （糖防管）第42号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第35号            平成24年 4月 1日
     （放射診）第30号          平成26年 4月 1日
     （開）第50号              平成22年 4月 1日
     （がん計）第13号          平成23年 8月 1日
     （肝炎）第34号            平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  368

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （薬）第33号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第35号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第46号          平成26年 4月 1日
     （機安歯）第17号          平成26年 4月 1日
     （医管）第450号           平成18年 4月 1日
     （在看）第26号            平成26年12月 1日
     （持血測）第43号          平成29年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第106号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第27号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第43号            平成25年 4月 1日
     （胎心エコ）第20号        平成22年 6月 1日
     （歩行）第46号            平成24年 4月 1日
     （神経）第42号            平成20年 4月 1日
     （小検）第44号            平成20年 7月 1日
     （誘発）第12号            平成22年 4月 1日
     （画１）第115号           平成28年 4月 1日
     （画２）第5号             平成28年 4月 1日
     （ポ断）第34号            平成25年 3月 1日
     （ポ断コ複）第34号        平成25年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第638号         平成29年 3月 1日
     （冠動Ｃ）第8号           平成20年 4月 1日
     （外傷Ｃ）第2号           平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第10号          平成20年 4月 1日
     （抗悪処方）第20号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第33号          平成23年 5月 1日
     （菌）第14号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第182号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第58号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第28号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第46号        平成26年10月 1日
     （集コ）第16号            平成20年 4月 1日
     （歯リハ２）第47号        平成26年 4月 1日
     （エタ副甲）第14号        平成18年 4月 1日
     （透析水２）第73号        平成24年 6月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126624号    平成29年10月 1日
     （組再乳）第15号          平成26年 3月 1日
     （脊刺）第39号            平成22年 9月 1日
     （緑内イ）第9号           平成26年 4月 1日
     （乳セ１）第68号          平成29年 2月 1日
     （乳セ２）第15号          平成22年 4月 1日
     （ゲル乳再）第15号        平成26年 3月 1日
     （経特）第32号            平成25年 2月 1日
     （経中）第21号            平成18年 4月 1日
     （ペ）第30号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第35号            平成23年 1月 1日
     （除）第35号              平成23年 1月 1日
     （両除）第30号            平成23年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  369

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （大）第13号              平成10年 4月 1日
     （胆腫）第16号            平成28年 4月 1日
     （胆）第34号              平成27年 7月 1日
     （腹肝）第16号            平成28年 4月 1日
     （膵石破）第15号          平成26年12月 1日
     （腹膵切）第16号          平成24年 4月 1日
     （早大腸）第24号          平成24年 4月 1日
     （腎）第12号              平成 2年 6月 1日
     （膀胱）第3号             平成22年 4月 1日
     （腹膀）第15号            平成28年 6月 1日
     （腹小膀悪）第8号         平成28年 6月 1日
     （腹前）第21号            平成28年12月 1日
     （腹子）第18号            平成29年 1月 1日
     （胃瘻造）第67号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第13号          平成18年 6月 1日
     （輸適）第58号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第41号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第48号        平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第178号         平成20年 4月 1日
     （人工歯根）第3号         平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第1号           平成 8年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第8号           平成22年 4月 1日
     （放専）第55号            平成26年 4月 1日
     （外放）第45号            平成26年 4月 1日
     （高放）第98号            平成18年 4月 1日
     （増線）第17号            平成26年 4月 1日
     （強度）第22号            平成29年 7月 1日
     （画誘）第34号            平成29年 3月 1日
     （直放）第40号            平成29年 3月 1日
     （病理診２）第22号        平成28年 4月 1日
     （口病診２）第3号         平成28年 4月 1日
     （補管）第2656号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39149号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439220,282.8 藤沢市医師会南休日夜〒251-0032 （小夜１）第37号          平成16年 9月 8日
     藤医282 間急病診療所 藤沢市片瀬３３９－１
     0466-22-3041  (0466-27-8799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440220,289.3 青木医院 〒251-0871 （在医総管）第169号       平成18年 4月 1日
     藤医289 藤沢市善行２－９－３
     0466-81-1690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441220,291.9 神谷医院 〒251-0053 （時間外２）第272号       平成22年 4月 1日
     藤医291 藤沢市本町２－７－２５ （１７５）第678号         平成14年 4月 1日
     0466-26-1622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  370

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2442220,293.5 山田内科医院 〒251-0033 （１７５）第682号         平成14年 4月 1日
     藤医293 藤沢市片瀬山３－１５－１５
     0466-25-2962  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443220,294.3 尾本医院 〒251-0037 （１７５）第2768号        平成14年 5月 1日
     藤医294 藤沢市鵠沼海岸７－６－７
     0466-36-0323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444220,296.8 黒川産科婦人科医院 〒251-0871 一般         8（診入院）第612号         平成22年 4月 1日
     藤医296 藤沢市善行２－１－１０ （ＨＰＶ）第169号         平成22年 4月 1日
     0466-81-0500  （１７５）第684号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39150号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445220,304.0 荒井医院 〒251-0053 （１７５）第687号         平成14年 4月 1日
     藤医304 藤沢市本町２－１２－７
     0466-22-7020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446220,321.4 医療法人社団　松和会〒251-0042 （時間外２）第562号       平成22年 4月 1日
     藤医321 　望星藤沢クリニック藤沢市辻堂新町３－７－２０ （糖管）第23号            平成20年 4月 1日
     0466-35-6001  (0466-35-5667) （透析水２）第46号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第115号           平成28年 8月 1日
     （酸単）第39151号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447220,323.0 医療生協かながわ生活〒251-0052 （地包加）第187号         平成26年 4月 1日
     藤医323 協同組合　藤沢診療所藤沢市藤沢８５４－４ （ニコ）第1269号          平成29年 5月 1日
     0466-25-2514  (0466-25-2918) （支援診３）第1153号      平成29年 3月 1日
     （がん指）第1312号        平成28年11月 1日
     （在医総管）第662号       平成18年 4月 1日
     （在総）第658号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第40608号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448220,325.5 佐久間医院 〒252-0804
     藤医325 藤沢市湘南台１－１５－７
     0466-45-8888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449220,336.2 古川医院 〒251-0015 （時間外２）第662号       平成22年 4月 1日
     藤医336 藤沢市川名１－４－２７
     0466-27-5211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450220,339.6 野中脳神経外科クリニ〒251-0861 一般        19（地連計）第31号          平成28年 9月 1日
     藤医339 ック 藤沢市大庭５０６１－５ （Ｃ・Ｍ）第814号         平成26年10月 1日
     0466-87-8561  （酸単）第39152号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451220,342.0 青木内科クリニック 〒251-0875 （在医総管）第730号       平成18年 4月 1日
     藤医342 藤沢市本藤沢６－３－１
     0466-81-8507  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  371

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2452220,348.7 伊佐早内科小児科医院〒252-0815
     藤医348 藤沢市石川６９３－７
     0466-87-3322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453220,349.5 武内整形外科医院 〒252-0816 （時間外２）第997号       平成24年 4月 1日
     藤医349 藤沢市遠藤６４１－９ （外化２）第20号          平成20年 4月 1日
     0466-87-5202  （運Ⅱ）第39号            平成18年 4月 1日
     （酸単）第39153号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454220,360.2 湘南台外科胃腸科医院〒252-0813 一般         5（１７５）第840号         平成14年 4月 1日
     藤医360 藤沢市亀井野４６１－１１
     0466-82-1055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455220,367.7 武沼皮膚科医院 〒252-0813
     藤医367 藤沢市亀井野２－３－３
     0466-82-2305  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456220,374.3 とやま産婦人科医院 〒251-0055 一般         6（診入院）第599号         平成22年 4月 1日
     藤医374 藤沢市南藤沢１８－３ （ニコ）第320号           平成29年 6月 1日
     0466-22-1103  （ＨＰＶ）第207号         平成22年 4月 1日
     （１７５）第790号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39154号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457220,376.8 いせき小児科医院 〒251-0024
     藤医376 藤沢市鵠沼橘１－４－１　小山ビ
     ル２Ｆ
     0466-26-5472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458220,384.2 鈴木医院 〒252-0824 （歯訪診）第3359号        平成29年 6月 1日
     (226,384.6) 藤沢市打戻１７９５－５ （補管）第2753号          平成 8年 4月 1日
     藤医384 0466-48-5300  （１７５）第113号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459220,388.3 片瀬山内科医院 〒251-0033
     藤医388 藤沢市片瀬山３－２５－１０
     0466-22-5190  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460220,389.1 杉田外科 〒252-0813 （１７５）第792号         平成14年 4月 1日
     藤医389 藤沢市亀井野２－６－２
     0466-81-7666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461220,392.5 神代医院 〒252-0821 （１７５）第794号         平成14年 4月 1日
     藤医392 藤沢市用田６１７
     0466-48-7211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462220,394.1 牛腸内科医院 〒251-0053 （在医総管）第174号       平成18年 4月 1日
     藤医394 藤沢市本町２－８－２８
     0466-22-2821  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  372

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2463220,400.6 明石医院 〒252-0804 （時間外１）第428号       平成26年 4月 1日
     藤医400 藤沢市湘南台７－１５－１４ （がん指）第256号         平成23年 8月 1日
     0466-43-1123  （１７５）第795号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39155号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464220,403.0 三吉クリニック 〒251-0024 （時間外２）第50号        平成22年 4月 1日
     藤医403 藤沢市鵠沼橘１－１－１５　富洋
     ビル３Ｆ
     0466-27-7506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465220,404.8 社会福祉法人共生会附〒251-0022 （１７５）第796号         平成14年 4月 1日
     藤医404 属診療所 藤沢市鵠沼１５５９ （酸単）第39156号         平成29年 4月 1日
     0466-25-7446  (0466-22-7655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466220,405.5 渡辺整形外科クリニッ〒252-0802 （酸単）第39157号         平成29年 4月 1日
     藤医405 ク 藤沢市高倉６５１　スズヒロビル
     ２Ｆ
     0466-44-6300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467220,408.9 近藤内科医院 〒251-0052 （ニコ）第11号            平成29年 7月 1日
     藤医408 藤沢市藤沢１０２７－９
     0466-25-8280  (0466-21-9220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468220,411.3 片瀬山眼科 〒251-0033 （１７５）第798号         平成14年 4月 1日
     藤医411 藤沢市片瀬山２－７－３
     0466-24-3361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469220,413.9 中澤医院 〒251-0033 （時間外１）第168号       平成24年 4月 1日
     藤医413 藤沢市片瀬山５－１３－４ （支援診３）第1197号      平成29年 3月 1日
     0466-24-4179  （在医総管）第176号       平成18年 4月 1日
     （在総）第443号           平成18年 4月 1日
     （１７５）第799号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470220,419.6 稲谷皮膚科 〒252-0804 （１７５）第63号          平成14年 4月 1日
     藤医419 藤沢市湘南台２－９－２　２８田
     中ビル２０１号
     0466-45-5662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471220,420.4 飯塚整形外科 〒251-0871
     藤医420 藤沢市善行１－２５－１　ロイヤ
     ルⅡビル２Ｆ
     0466-82-3131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472220,421.2 藤沢シティ眼科 〒251-0052 （コン１）第100号         平成29年 3月 1日
     藤医421 藤沢市藤沢１１５　エフティ－ビ
     ル２Ｆ
     0466-24-1118  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  373

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2473220,422.0 目白山医院 〒251-0034 （在医総管）第177号       平成18年 4月 1日
     藤医422 藤沢市片瀬目白山１－３ （酸単）第39158号         平成29年 4月 1日
     0466-26-2712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474220,425.3 医療法人　及川内科医〒251-0033 （時間外１）第127号       平成24年 4月 1日
     藤医425 院 藤沢市片瀬山４－６－４ （がん疼）第208号         平成24年10月 1日
     0466-25-1437  （支援診３）第100号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第182号       平成18年 4月 1日
     （在総）第445号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39159号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475220,427.9 野崎眼科 〒251-0055 （時間外２）第907号       平成24年 4月 1日
     藤医427 藤沢市南藤沢３－４ （コン１）第106号         平成29年 3月 1日
     0466-22-4047  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476220,428.7 朝倉医院皮膚科 〒251-0052
     藤医428 藤沢市藤沢６００ＡＳＭビル２Ｆ
     0466-23-8234  (0466-23-8234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477220,429.5 医療法人社団　植松医〒251-0871
     藤医429 院 藤沢市善行２－１７－７
     0466-81-6215  (0466-81-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478220,430.3 後藤内科医院 〒251-0052 （ニコ）第308号           平成29年 6月 1日
     藤医430 藤沢市藤沢１－３－５
     0466-22-3113  (0466-22-3199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479220,431.1 赤見整形外科 〒251-0047 （時間外１）第169号       平成24年 4月 1日
     藤医431 藤沢市辻堂２－９－３
     0466-36-7231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480220,433.7 木村小児科医院 〒251-0052 （時間外２）第237号       平成22年 4月 1日
     藤医433 藤沢市藤沢９６５ （小か診）第28号          平成28年 4月 1日
     0466-22-2648  (0466-26-4555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2481220,435.2 医療法人社団　門山医〒251-0872 （在医総管）第663号       平成18年 4月 1日
     藤医435 院 藤沢市立石３－３２０３－８ （１７５）第1562号        平成15年 7月 5日
     0466-81-1458  (0466-81-1458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482220,437.8 片山クリニック 〒251-0052 （時間外１）第170号       平成24年 4月 1日
     藤医437 藤沢市藤沢９９１－３５
     0466-24-2425  (0466-24-2350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483220,438.6 赤川内科医院 〒252-0807
     藤医438 藤沢市下土棚５４６－１
     0466-44-9608  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  374

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2484220,442.8 疋田眼科医院 〒251-0038 （コン１）第108号         平成29年 4月 1日
     藤医442 藤沢市鵠沼松が岡４－１６－１５
     0466-22-5075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485220,443.6 矢野耳鼻咽喉科医院 〒251-0871 （高）第63号              平成 9年 2月17日
     藤医443 藤沢市善行１－２５－１１
     0466-81-3541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486220,444.4 金子医院 〒251-0052 （ニコ）第222号           平成29年 6月 1日
     藤医444 藤沢市藤沢５４５ （在医総管）第183号       平成18年 4月 1日
     0466-22-9713  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487220,446.9 松井ヒフ科医院 〒251-0053
     藤医446 藤沢市本町２－１４－１
     0466-23-1176  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488220,447.7 羅内科循環器科医院 〒252-0804 （がん指）第1184号        平成27年 2月 1日
     藤医447 藤沢市湘南台２－２７－１５　東
     永ビル１Ｆ
     0466-43-8522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489220,449.3 酒井医院 〒251-0047 （時間外２）第565号       平成22年 4月 1日
     藤医449 藤沢市辻堂１－１０－１９ （がん疼）第288号         平成26年11月 1日
     0466-36-8076  （ニコ）第430号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第1154号      平成29年 4月 1日
     （がん指）第257号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第1341号      平成22年 6月 1日
     （在総）第1094号          平成24年 4月 1日
     （１７５）第843号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2490220,450.1 医療法人社団　湘南斉〒251-0025 （時間外１）第145号       平成24年 4月 1日
     藤医450 藤クリニック 藤沢市鵠沼石上２－１４－９ （地包加）第282号         平成30年 2月 1日
     0466-22-4114  （喘管）第7号             平成18年 4月 1日
     （ニコ）第184号           平成29年 6月 1日
     （がん指）第639号         平成24年 5月 1日
     （外後発使）第79号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第39160号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491220,451.9 善行クリニック 〒251-0871 （時間外１）第166号       平成24年 4月 1日
     藤医451 藤沢市善行６－１６－２１ （ニコ）第185号           平成29年 6月 1日
     0466-81-8511  （がん指）第653号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第185号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492220,452.7 牧小児科医院 〒252-0804
     藤医452 藤沢市湘南台６－６－１０
     0466-46-1888  (0466-43-9770)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  375

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2493220,454.3 湘南こどもクリニック〒252-0813
     藤医454 藤沢市亀井野２－２－１
     0466-82-4569  (0466-82-4259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494220,456.8 湘南臨床漢方医学研究〒251-0055
     藤医456 所附属　沈丁堂医院 藤沢市南藤沢６ー１５Ｍ＆Ｓ湘南
     ２Ｆ
     0466-24-0286  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495220,457.6 医療法人社団健友会　〒252-0813 （時間外１）第433号       平成26年 6月 1日
     藤医457 フラワークリニック 藤沢市亀井野１４０２ （在医総管）第921号       平成18年12月 1日
     0466-45-3651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496220,458.4 羽坂医院 〒251-0038 （高）第57号              平成 7年 5月 1日
     藤医458 藤沢市鵠沼松が岡４－１６－１５
     0466-22-1433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497220,460.0 西山内科クリニック 〒252-0821 （時間外１）第171号       平成24年 4月 1日
     藤医460 藤沢市用田６３７－１ （ニコ）第1268号          平成29年 4月 1日
     0466-48-9728  （がん指）第649号         平成24年 5月 1日
     （外後発使）第116号       平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498220,461.8 タニグチ眼科 〒251-0871
     藤医461 藤沢市善行７－６－１　サンライ
     ズビル１ＦＤ号室　
     0466-83-6266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499220,463.4 高橋整形外科 〒252-0804
     藤医463 藤沢市湘南台２－２７－１５
     0466-46-4695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500220,464.2 医療法人社団　清水耳〒252-0813 （高）第21号              平成 6年 5月 1日
     藤医464 鼻咽喉科医院 藤沢市亀井野１０３８－１２
     0466-82-8077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501220,465.9 医療法人社団藤順会　〒251-0024 一般         3（ＨＰＶ）第163号         平成22年 4月 1日
     藤医465 藤沢順天医院 藤沢市鵠沼橘１－１７－１１
     0466-23-3211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502220,469.1 医療法人社団　小林内〒251-0042 （がん疼）第267号         平成26年 4月 1日
     藤医469 科医院 藤沢市辻堂新町２－１７－２９ （がん指）第258号         平成23年 8月 1日
     0466-34-5011  （在医総管）第187号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第39161号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503220,473.3 稲山眼科医院 〒251-0052 （コン１）第112号         平成28年 4月 1日
     藤医473 藤沢市藤沢３－３－３
     0466-27-4767  (0466-27-4764)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  376

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2504220,478.2 三井眼科 〒252-0804 （コン１）第691号         平成29年 6月 1日
     藤医478 藤沢市湘南台２－２７－１５
     0466-43-7886  (0466-43-7886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505220,482.4 湘南メンタルクリニッ〒251-0052
     藤医482 ク 藤沢市藤沢９７１－３パール湘南
     ４Ｆ－Ｂ
     0466-50-4125  (0466-50-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506220,484.0 渡辺整形外科 〒251-0024 （外後発使）第80号        平成28年 4月 1日
     藤医484 藤沢市鵠沼橘１－１－１第２外岡 （１７５）第801号         平成14年 4月 1日
     ビル３Ｆ
     0466-25-3812  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507220,486.5 呉クリニック 〒251-0038 （時間外２）第197号       平成22年 4月 1日
     藤医486 藤沢市鵠沼松が岡３－２４－２３ （がん指）第833号         平成25年 4月 1日
     0466-25-7600  （Ｃ・Ｍ）第698号         平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508220,489.9 医療法人社団　善仁会〒252-0804 （時間外２）第807号       平成22年 7月 1日
     藤医489 　藤沢湘南台クリニッ藤沢市湘南台２－８－１１ （糖管）第257号           平成28年 6月 1日
     ク 0466-46-6041  (0466-46-4913) （透析水２）第132号       平成24年12月 1日
     （肢梢）第170号           平成29年 1月 1日
     （酸単）第39162号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2509220,493.1 医療法人社団橘桜会　〒251-0861
     藤医493 橘内科 藤沢市大庭５０６１－８
     0466-88-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510220,494.9 長谷内科医院 〒251-0052 （時間外１）第172号       平成24年 4月 1日
     藤医494 藤沢市藤沢２２９ （糖管）第25号            平成20年 4月 1日
     0466-22-2681  （ニコ）第74号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第363号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第599号       平成18年 4月 1日
     （在総）第636号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511220,495.6 医療法人社団　山岸ク〒251-0052 （がん指）第1339号        平成29年 3月 1日
     藤医495 リニック 藤沢市藤沢３－１－１８ （在医総管）第1514号      平成24年 4月 1日
     0466-28-0707  (0466-28-0707) （酸単）第39163号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512220,497.2 医療法人社団　関根耳〒251-0861
     藤医497 鼻咽喉科医院 藤沢市大庭５０９９－１
     0466-87-8741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513220,498.0 加藤小児科 〒251-0028 （酸単）第39164号         平成29年 4月 1日
     藤医498 藤沢市本鵠沼２－９－２５
     0466-27-0981  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  377

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2514220,502.9 山川医院 〒251-0052 （時間外１）第173号       平成24年 4月 1日
     藤医502 藤沢市藤沢５４１ （地包加）第275号         平成27年 9月 1日
     0466-22-2983  （がん疼）第325号         平成28年 2月 1日
     （ニコ）第138号           平成29年 5月 1日
     （支援診２）第100号       平成28年 7月 1日
     （がん指）第225号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第765号       平成18年 6月 1日
     （在総）第1083号          平成24年 3月 1日
     （在訪褥）第9号           平成27年 3月 1日
     （酸単）第39165号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515220,504.5 奥医院 〒251-0045 （時間外２）第241号       平成22年 4月 1日
     藤医504 藤沢市辻堂東海岸４－１３－３ （地包加）第108号         平成29年10月 1日
     0466-36-8513  （支援診３）第1149号      平成29年 3月 1日
     （がん指）第226号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第188号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516220,505.2 関野内科医院 〒252-0813 （支援診３）第1319号      平成28年 9月 1日
     藤医505 藤沢市亀井野１－２１－１２ （在医総管）第2041号      平成28年 9月 1日
     0466-81-5615  （在総）第1448号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2517220,506.0 藤沢メンタルクリニッ〒251-0052
     藤医506 ク 藤沢市藤沢３４－２ライフプラザ
     藤沢２１１
     0466-23-4440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518220,508.6 橘クリニック 〒251-0024
     藤医508 藤沢市鵠沼橘１－１－４藤沢セン
     トラルビル５Ｆ
     0466-24-3515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519220,510.2 稲垣内科クリニック 〒251-0052 （時間外２）第209号       平成22年 4月 1日
     藤医510 藤沢市藤沢１０４５
     0466-28-7876  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520220,513.6 コタケ皮膚科医院 〒251-0032
     藤医513 藤沢市片瀬３－１７－２２
     0466-24-0126  (0466-24-0126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521220,519.3 藤沢市保健医療センタ〒251-0861 （画１）第29号            平成14年 9月 1日
     藤医519 ー診療所 藤沢市大庭５５２７－１ （Ｃ・Ｍ）第640号         平成24年 4月 1日
     0466-88-7300  （冠動Ｃ）第59号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522220,520.1 藤沢市医師会　北休日〒251-0861 （小夜１）第34号          平成16年 5月 1日
     藤医520 夜間急病診療所 藤沢市大庭５５２７－１ （１７５）第804号         平成14年 4月 1日
     0466-88-7301  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  378

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2523220,525.0 医療法人社団　みずし〒251-0037
     藤医525 な整形外科 藤沢市鵠沼海岸３－５－５
     0466-33-3357  (0466-33-3305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524220,526.8 伊出診療所 〒252-0815
     藤医526 藤沢市石川４－２１－６
     0466-87-7556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2525220,527.6 湘南台皮フ科 〒252-0804
     藤医527 藤沢市湘南台１－４－２　ピノス
     ビル４階
     0466-45-5178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526220,529.2 長後耳鼻咽喉科医院 〒252-0807
     藤医529 藤沢市下土棚５１３
     0466-46-8733  (0466-44-0537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527220,531.8 びわた東海岸クリニッ〒251-0045 （がん指）第235号         平成23年 8月 1日
     藤医531 ク 藤沢市辻堂東海岸１－１５－１６
     0466-35-8277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528220,532.6 岩崎クリニック 〒251-0016
     藤医532 藤沢市弥勒寺３－１６－４
     0466-22-1200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529220,535.9 医療法人社団　耳鼻咽〒251-0055
     藤医535 喉科はしもとクリニッ藤沢市南藤沢２０－２０－４０１
     ク 0466-22-3887  (0466-22-4387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530220,538.3 医療法人山崎耳鼻咽喉〒252-0804 （ニコ）第209号           平成29年 6月 1日
     藤医538 科 藤沢市湘南台１－１２－１Ｇ．Ｃ （外後発使）第81号        平成28年 4月 1日
     ．ＳＨＯＮＡＮＤＡＩ６階 （酸単）第40536号         平成29年 4月 1日
     0466-46-1033  (0466-80-4137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531220,541.7 医療法人社団　緑心会〒252-0816
     藤医541 　菅原泌尿器科皮膚科藤沢市遠藤８６１－６
     クリニック 0466-86-3121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2532220,542.5 医療法人社団　滋晃会〒251-0861
     藤医542 　浅川小児科クリニッ藤沢市大庭５６８２－９ライフビ
     ク ル２階
     0466-87-5883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533220,545.8 鵠沼クリニック 〒251-0028 （時間外１）第174号       平成24年 4月 1日
     藤医545 藤沢市本鵠沼２－１４－１０ （支援診２）第102号       平成29年 4月 1日
     0466-50-2501  （在医総管）第664号       平成18年 4月 1日
     （在総）第659号           平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  379

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2534220,547.4 さいが眼科 〒251-0861 （コン１）第117号         平成29年 3月 1日
     藤医547 藤沢市大庭５０９９－２
     0466-88-0900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535220,548.2 医療法人社団　青木内〒251-0861 （がん指）第655号         平成24年 5月 1日
     藤医548 科 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ （神経）第138号           平成21年 1月 6日
     ル３Ｆ
     0466-88-5132  (0466-88-5143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536220,550.8 ライフタウンクリニッ〒251-0861
     藤医550 ク 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ
     ル１階
     0466-87-3545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537220,551.6 満山眼科クリニック 〒251-0861 （コン１）第118号         平成29年 4月 1日
     藤医551 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ
     ル２階
     0466-88-3411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538220,555.7 石原医院 〒252-0802 （ニコ）第313号           平成29年 7月 1日
     藤医555 藤沢市高倉３９６－３ （１７５）第805号         平成14年 4月 1日
     0466-44-3627  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539220,556.5 さくまこどもクリニッ〒252-0804 （小検）第30号            平成20年 4月 1日
     藤医556 ク 藤沢市湘南台２－２７－１５東永
     ビル１階
     0466-45-7753  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  380

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2540220,557.3 藤沢御所見病院 〒252-0825 一般        38（一般入院）第1553号      平成29年11月 1日
     藤医557 藤沢市獺郷５８０ 療養       116（療養入院）第432号       平成28年10月 1日
     0466-48-6501  (0466-48-5490) （診療録２）第63号        平成14年 6月 1日
     （事補１）第15号          平成29年 3月 1日
     （療養１）第104号         平成26年 7月 1日
     （療養２）第110号         平成22年 1月 1日
     （医療安全２）第12号      平成24年 3月 1日
     （後発使１）第47号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第122号       平成28年10月 1日
     （退支）第177号           平成25年 8月 1日
     （認ケア）第66号          平成28年10月 1日
     （地包ケア１）第18号      平成29年11月 1日
     （食）第358号             平成 9年 4月 1日
     （がん疼）第45号          平成22年 4月 1日
     （開）第30号              平成14年 9月 1日
     （がん指）第648号         平成24年 5月 1日
     （薬）第206号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第36号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第132号           平成14年 5月 1日
     （検Ⅱ）第32号            平成20年 4月 1日
     （画２）第75号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第641号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第388号           平成29年 5月 1日
     （運Ⅱ）第755号           平成29年12月 1日
     （呼Ⅱ）第9号             平成24年 4月 1日
     （ペ）第31号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第96号          平成26年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第110号         平成25年 3月 1日
     （輸適）第88号            平成25年 3月 1日
     （胃瘻造嚥）第66号        平成26年 7月 1日
     （酸単）第39167号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541220,558.1 佐藤クリニック 〒252-0813 （時間外１）第523号       平成28年 4月 1日
     藤医558 藤沢市亀井野２５２０－２５ （小か診）第29号          平成28年 4月 1日
     0466-82-6633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542220,561.5 桧山整形外科 〒252-0804 （運Ⅱ）第232号           平成18年 4月 1日
     藤医561 藤沢市湘南台３－１４－３
     0466-43-6500  (0466-43-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543220,564.9 湘南耳鼻咽喉科 〒251-0052 （高）第216号             平成22年 4月 1日
     藤医564 藤沢市藤沢９４－２
     0466-24-3341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544220,565.6 医療法人社団　エス・〒252-0816 （時間外２）第208号       平成22年 4月 1日
     藤医565 ジー・シー　櫻井胃腸藤沢市遠藤８６３－５ （がん指）第654号         平成24年 5月 1日
     科クリニック 0466-86-2822  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  381

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2545220,568.0 菅原整形外科 〒251-0052 （在医総管）第1868号      平成27年 3月 1日
     藤医568 藤沢市藤沢１１０５
     0466-54-2932  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546220,569.8 山﨑メンタルクリニッ〒251-0047
     藤医569 ク 藤沢市辻堂１－１－１０　ナガセ
     ビル２Ｆ
     0466-33-6652  (0466-33-5306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547220,573.0 湘南眼科医院 〒252-0804 （コン１）第651号         平成28年 4月 1日
     藤医573 藤沢市湘南台２－８－１０
     0466-45-8154  (0466-45-7126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548220,578.9 今村内科クリニック 〒252-0813 （支援診３）第543号       平成29年 3月 1日
     藤医578 藤沢市亀井野１７７０－２モトハ （在医総管）第191号       平成18年 4月 1日
     ウス１階 （在総）第757号           平成19年 4月 1日
     0466-80-1559  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2549220,579.7 医療法人　誠翔会　中〒252-0804 （時間外１）第420号       平成26年 4月 1日
     藤医579 沢内科医院 藤沢市湘南台２－１８－３ （地包診）第1号           平成29年 7月 1日
     0466-43-0160  (0466-43-7819) （ニコ）第14号            平成29年 7月 1日
     （支援診１）第11号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第192号       平成18年 4月 1日
     （在総）第673号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550220,580.5 柳沢内科小児科医院 〒252-0816 （外後発使）第191号       平成28年 7月 1日
     藤医580 藤沢市遠藤６４１－６
     0466-87-6700  (0466-87-9697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551220,581.3 医療法人社団　恵信会〒251-0861 （時間外３）第39号        平成28年 4月 1日
     藤医581 　よしむら耳鼻咽喉科藤沢市大庭駒寄５６８１－１０　 （高）第293号             平成28年 8月 1日
     ・内科・呼吸器内科 ２Ｆ （歩行）第86号            平成28年 6月 1日
     0466-87-3315  (0466-87-3313) （酸単）第39168号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552220,582.1 クローバークリニック〒251-0032 一般         2（がん疼）第37号          平成22年 4月 1日
     藤医582 藤沢市片瀬４－１０－２２ （支援診２）第294号       平成28年 4月 1日
     0466-24-5876  (0466-55-3820) （在医総管）第194号       平成20年 4月17日
     （在総）第449号           平成20年 4月17日
     （酸単）第39169号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553220,584.7 増山眼科医院 〒251-0052 （コン１）第121号         平成29年 3月 1日
     藤医584 藤沢市藤沢５５６
     0466-24-7370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554220,585.4 上野耳鼻咽喉科医院 〒251-0052
     藤医585 藤沢市藤沢５５６
     0466-24-3252  (0466-24-3252)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  382

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2555220,586.2 朝倉医院泌尿器科 〒251-0052
     藤医586 藤沢市藤沢６００ＡＳＭビル１Ｆ
     0466-24-5622  (0466-24-4277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556220,587.0 広本クリニック 〒251-0052 （酸単）第39170号         平成29年 4月 1日
     藤医587 藤沢市藤沢２２１－１
     0466-27-5355  (0466-27-3666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557220,589.6 辻堂心とからだのクリ〒251-0042 （認２）第14号            平成24年 5月 1日
     藤医589 ニック 藤沢市辻堂新町１－１－２柿崎ビ
     ル４Ｆ
     0466-33-5339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558220,592.0 うちだ内科 〒251-0011 （酸単）第39171号         平成29年 4月 1日
     藤医592 藤沢市渡内４－５－１８渡内クリ
     ニックビル２Ｆ
     0466-24-8522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2559220,595.3 ありあけ内科クリニッ〒251-0038 （時間外２）第297号       平成22年 4月 1日
     藤医595 ク 藤沢市鵠沼松が岡４－１５－２７ （地包加）第212号         平成26年 4月 1日
     0466-54-2668  (0466-54-2267) （糖管）第103号           平成21年 8月 1日
     （がん指）第236号         平成23年 8月 1日
     （透析水２）第194号       平成27年 2月 1日
     （肢梢）第16号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第39172号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560220,602.7 西村整形外科 〒251-0871
     藤医602 藤沢市善行２－２－６
     0466-81-5027  (0466-81-5027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561220,606.8 四ツ谷クリニック 〒251-0056 （がん指）第645号         平成24年 5月 1日
     藤医606 藤沢市羽鳥１－６－１６ （在医総管）第693号       平成18年 4月 1日
     0466-31-0855  (0466-31-0857) （酸単）第39173号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562220,608.4 ティー．エイチ．ピー〒251-0052 （時間外２）第567号       平成22年 4月 1日
     藤医608 ．メディカルクリニッ藤沢市藤沢４９８ （ニコ）第950号           平成29年 7月 1日
     ク 0466-25-5911  (0466-25-7411) （支援診３）第613号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第1040号      平成20年 2月 1日
     （在総）第810号           平成20年 2月 1日
     （検Ⅰ）第199号           平成20年10月 1日
     （脳Ⅲ）第32号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第43号            平成18年 4月 1日
     （ショ大）第31号          平成20年 4月 1日
     （デ大）第39号            平成14年 3月 1日
     （デ小）第49号            平成13年 9月 1日
     （透析水１）第129号       平成22年 4月 1日
     （酸単）第39174号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  383

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2563220,612.6 藤川眼科 〒251-0872 （コン１）第123号         平成28年 4月 1日
     藤医612 藤沢市立石１－２－３
     0466-82-3015  (0466-82-3015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564220,613.4 神里内科クリニック 〒251-0024 （ニコ）第303号           平成29年 7月 1日
     藤医613 藤沢市鵠沼橘１－１７－１３ （在医総管）第752号       平成18年 5月 1日
     0466-22-2706  (0466-52-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565220,616.7 おおしま眼科 〒251-0011
     藤医616 藤沢市渡内４－５－１８渡内クリ
     ニックビル２０２
     0466-50-5588  (0466-50-5016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566220,617.5 小池クリニック 〒251-0003 （Ｃ・Ｍ）第877号         平成28年 6月 1日
     藤医617 藤沢市柄沢特定土地区画整理事業
     地区８４街区－４
     0466-25-8985  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567220,618.3 はしば泌尿器科皮フ科〒251-0021
     藤医618 クリニック 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９
     0466-25-8232  (0466-25-8233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2568220,620.9 木島眼科クリニック 〒251-0054 （コン１）第125号         平成29年 3月 1日
     藤医620 藤沢市朝日町４－４
     0466-54-5220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569220,621.7 医療法人　エヌ・エム〒252-0816 （１７５）第807号         平成14年 4月 1日
     藤医621 ・シー　野村クリニッ藤沢市遠藤８６１－６
     ク 0466-87-5001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570220,622.5 医療法人　慈誠会　か〒251-0011 （時間外１）第175号       平成24年 4月 1日
     藤医622 すが整形外科 藤沢市渡内４－５－１８ （Ｃ・Ｍ）第892号         平成28年 9月 1日
     0466-27-8388  (0466-27-5020) （運Ⅱ）第444号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571220,624.1 宮岡脳神経外科 〒251-0052 （時間外２）第243号       平成22年 4月 1日
     藤医624 藤沢市藤沢１－３－９ （支援診３）第106号       平成29年 4月 1日
     0466-54-2250  (0466-50-5523) （在医総管）第195号       平成18年 4月 1日
     （在総）第189号           平成13年 7月 1日
     （神経）第47号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第929号         平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572220,625.8 湘南鵠沼内科・リウマ〒251-0027 （時間外２）第826号       平成22年 9月 1日
     藤医625 チ科安達正則クリニッ藤沢市鵠沼桜が岡４－１４－３ （地包加）第191号         平成26年 4月 1日
     ク 0466-26-0378  (0466-26-1425) （ニコ）第60号            平成29年 7月 1日
     （外化２）第22号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  384

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2573220,626.6 石井小児科医院 〒251-0861
     藤医626 藤沢市大庭５０６１－９
     0466-88-1122  (0466-88-7066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574220,627.4 山本内科クリニック 〒251-0871 （時間外２）第665号       平成22年 4月 1日
     藤医627 藤沢市善行１－２５－１５ＴＹビ （ニコ）第259号           平成29年 6月 1日
     ル１Ｆ （支援診３）第107号       平成29年 4月 1日
     0466-80-6686  (0466-80-6686) （在医総管）第196号       平成18年 4月 1日
     （在総）第450号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39175号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575220,629.0 小林皮ふ科クリニック〒251-0052
     藤医629 藤沢市藤沢９６６－３
     0466-24-1644  (0466-24-1644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576220,631.6 いわもと皮フ科クリニ〒251-0047
     藤医631 ック 藤沢市辻堂２－４－３０田代ビル
     ２Ｆ
     0466-33-1124  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577220,632.4 はやし内科クリニック〒252-0807
     藤医632 藤沢市下土棚４６７－９
     0466-41-3808  (0466-41-3818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578220,633.2 医療法人社団　桐英会〒251-0047 （時間外１）第176号       平成24年 4月 1日
     藤医633 　はじめクリニック 藤沢市辻堂５－１８－９ （地包加）第127号         平成29年 7月 1日
     0466-31-0840  （ニコ）第139号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第1155号      平成29年 4月 1日
     （がん指）第227号         平成23年 8月 1日
     （肝炎）第90号            平成22年 6月 1日
     （在医総管）第197号       平成18年 4月 1日
     （在総）第451号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579220,634.0 いしい内科医院 〒251-0035 （時間外２）第568号       平成22年 4月 1日
     藤医634 藤沢市片瀬海岸２－９－６フジビ （地包加）第68号          平成29年10月 1日
     ル１０２ （喘管）第55号            平成20年 4月 1日
     0466-26-0621  (0466-26-0621) （支援診３）第654号       平成28年 5月 1日
     （がん指）第259号         平成23年 8月 1日
     （肝炎）第97号            平成22年11月 1日
     （地連計）第32号          平成28年 9月 1日
     （在医総管）第1100号      平成20年 5月 1日
     （在総）第849号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580220,635.7 湘南柄沢クリニック 〒251-0003 （ニコ）第735号           平成29年 6月 1日
     藤医635 藤沢市柄沢４２１－２ （がん指）第221号         平成23年 7月 1日
     0466-23-5018  （在医総管）第1067号      平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  385

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2581220,636.5 長﨑クリニック 〒251-0871
     藤医636 藤沢市善行１－２５－１５ＴＹビ
     ル２Ｆ
     0466-80-1880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582220,637.3 林クリニック 〒251-0055 （１７５）第808号         平成14年 4月 1日
     藤医637 藤沢市南藤沢２－８　２００２Ｋ （酸単）第39176号         平成29年 4月 1日
     ＆Ｓビル３Ｆ
     0466-54-6105  (0466-54-6106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583220,638.1 髙橋内科クリニック 〒251-0035 （ニコ）第888号           平成29年 6月 1日
     藤医638 藤沢市片瀬海岸１－５－５鎌田ビ （地連計）第33号          平成28年 9月 1日
     ル１Ｆ （在医総管）第927号       平成18年12月 1日
     0466-29-9350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584220,639.9 杉本医院 〒251-0032 （支援診３）第886号       平成29年 4月 1日
     藤医639 藤沢市片瀬５－３－１５ （在医総管）第1450号      平成23年 9月 1日
     0466-23-2353  (0466-23-2353) （外後発使）第139号       平成28年 4月 1日
     （１７５）第2769号        平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585220,642.3 坂本眼科湘南クリニッ〒251-0044 （コン１）第601号         平成29年 4月 1日
     藤医642 ク 藤沢市辻堂太平台１－３－１
     0466-35-0211  (0466-35-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2586220,644.9 長後駅前眼科 〒252-0807 （時間外２）第154号       平成22年 4月 1日
     藤医644 藤沢市下土棚４６７－９山口ビル （コン１）第127号         平成28年 4月 1日
     ３Ｆ
     0466-46-5525  (0466-46-5565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587220,647.2 えりクリニック 〒251-0871 （支援診３）第109号       平成28年 4月 1日
     藤医647 藤沢市善行１－１５－７ （在医総管）第198号       平成18年 4月 1日
     0466-80-3850  (0466-80-3851) （在総）第308号           平成16年 5月 1日
     （酸単）第39177号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588220,648.0 湘南台宮治クリニック〒252-0815 （時間外２）第435号       平成22年 4月 1日
     藤医648 藤沢市石川６－２１－１０ （ニコ）第652号           平成29年 6月 1日
     0466-86-6366  (0466-86-6367) （がん指）第656号         平成24年 5月 1日
     （肝炎）第127号           平成27年 5月 1日
     （酸単）第39178号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589220,654.8 湘南内科・消化器科ク〒251-0032 （支援診３）第972号       平成28年12月 1日
     藤医654 リニック 藤沢市片瀬２－１５－２４ （がん指）第650号         平成24年 5月 1日
     0466-55-2527  （在医総管）第1251号      平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590220,655.5 六会眼科 〒252-0813 （コン１）第129号         平成29年 3月 1日
     藤医655 藤沢市亀井野２－１０－７
     0466-83-3133  (0466-83-3133)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  386

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2591220,657.1 さとう皮ふ科クリニッ〒251-0052
     藤医657 ク 藤沢市藤沢４３８－１藤沢ルミネ
     プラザ７Ｆ
     0466-50-1102  (0466-50-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592220,658.9 湘南中村クリニック 〒251-0052 （時間外３）第8号         平成24年 4月 1日
     藤医658 藤沢市藤沢３１－２ （ニコ）第388号           平成29年 6月 1日
     0466-55-3450  (0466-55-3460) （在医総管）第199号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593220,661.3 小林クリニック 〒252-0804
     藤医661 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台
     クリニックビル３Ｆ
     0466-43-1152  (0466-43-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594220,663.9 ルミネはたの眼科 〒251-0052 （短手１）第47号          平成28年 4月 1日
     藤医663 藤沢市藤沢４３８－１ルミネプラ （コン１）第130号         平成29年 3月 1日
     ザ７Ｆ
     0466-50-0811  (0466-50-0819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595220,664.7 村田会湘南台内科クリ〒252-0805 一般        19（診入院）第633号         平成29年11月 1日
     藤医664 ニック 藤沢市円行９９１ （総合評価）第14号        平成20年 4月 1日
     0466-43-0865  (0466-43-0869) （後発使１）第45号        平成28年 4月 1日
     （退支）第237号           平成30年 1月 1日
     （がん指）第647号         平成24年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第479号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第39179号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596220,667.0 いまにし内科消化器科〒252-0804 （がん指）第33号          平成22年 4月 1日
     藤医667 クリニック 藤沢市湘南台１－７－８エスポワ （肝炎）第84号            平成22年 4月 1日
     ール１Ｆ
     0466-41-0210  (0466-41-0650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2597220,669.6 湘南台青木形成外科ク〒252-0804
     藤医669 リニック 藤沢市湘南台２－１０－７
     0466-41-1360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598220,670.4 本多こどもクリニック〒251-0011
     藤医670 藤沢市渡内４－５－１８　渡内ク
     リニックビル３Ｆ－３０１
     0466-55-6050  (0466-50-1750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599220,676.1 関本医院 〒251-0872 （支援診３）第585号       平成29年 3月 1日
     藤医676 藤沢市立石１－２－３ （在診実２）第31号        平成29年 8月 1日
     0466-81-2820  (0466-81-5840) （がん指）第652号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第202号       平成18年 4月 1日
     （在総）第786号           平成19年 9月 1日
     （酸単）第39180号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  387

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2600220,678.7 小林小児クリニック 〒251-0047
     藤医678 藤沢市辻堂４－６－１４湘南桜井
     ビルⅢ１０３号
     0466-36-2273  (0466-36-2273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601220,679.5 いわもと内科 〒252-0804 （ニコ）第307号           平成29年 6月 1日
     藤医679 藤沢市湘南台４－５－１プレジャ
     湘南台１Ｆ
     0466-44-8004  (0466-44-5094)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602220,682.9 こしの耳鼻いんこう科〒251-0047
     藤医682 藤沢市辻堂２－４－２７
     0466-33-3317  (0466-33-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  388

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2603220,684.5 クローバーホスピタル〒251-0025 療養        28（療養入院）第406号       平成28年 9月 1日
     藤医684 藤沢市鵠沼石上３－３－６ 一般       137（診療録２）第200号       平成26年 9月 1日
     0466-22-7111  (0466-22-7112) （事補２）第146号         平成28年 5月 1日
     （療養１）第8号           平成27年 9月 1日
     （医療安全２）第13号      平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第49号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第166号         平成24年 7月 1日
     （総合評価）第90号        平成24年 9月 1日
     （病棟薬１）第99号        平成28年 5月 1日
     （データ提）第123号       平成27年 1月 1日
     （退支）第34号            平成24年 4月 1日
     （回１）第41号            平成29年 9月 1日
     （地包ケア１）第5号       平成29年 6月 1日
     （特疾１）第21号          平成29年 6月 1日
     （食）第585号             平成16年 7月 1日
     （がん疼）第38号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第234号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第640号         平成24年 5月 1日
     （薬）第258号             平成17年 2月 1日
     （支援病２）第28号        平成26年11月 1日
     （在緩診病）第7号         平成29年10月 1日
     （在医総管）第1522号      平成24年 4月 1日
     （在総）第1481号          平成29年 6月 1日
     （検Ⅰ）第261号           平成29年 9月 1日
     （歩行）第31号            平成24年 4月 1日
     （神経）第197号           平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第585号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第12号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第55号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第29号            平成18年 4月 1日
     （集コ）第17号            平成20年 4月 1日
     （胃瘻造）第138号         平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第90号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第39181号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604220,685.2 湘南台中央医院 〒252-0804 （在医総管）第922号       平成18年12月 1日
     藤医685 藤沢市湘南台７－１－５
     0466-45-8828  (0466-45-6610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605220,686.0 仲野整形外科 〒251-0021 （時間外２）第818号       平成22年 8月 1日
     藤医686 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９ （がん指）第638号         平成24年 5月 1日
     0466-22-1780  (0466-22-1790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2606220,688.6 勝俣内科医院 〒251-0024 （在医総管）第1091号      平成20年 4月 1日
     藤医688 藤沢市鵠沼橘１－４－１小山ビル
     ２Ｆ　２０１
     0466-27-5811  (0466-27-5811)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  389

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2607220,689.4 やまだ内科クリニック〒251-0033 （ニコ）第140号           平成29年 6月 1日
     藤医689 藤沢市片瀬山２－７－５ （地連計）第34号          平成28年 9月 1日
     0466-26-3662  (0466-26-3662) （在医総管）第766号       平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608220,691.0 彩クリニック南藤沢 〒251-0055
     藤医691 藤沢市南藤沢２０－１８長塚第１
     ビル４階Ａ
     0466-26-3464  (0466-26-3464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609220,692.8 カワイ眼科医院 〒251-0024 （コン１）第133号         平成29年 3月 1日
     藤医692 藤沢市鵠沼橘１－１－８Ｄｒ．Ｈ
     ＡＴＡ　ＣＬＩＮＩＣ　ＢＬＤＧ
     ．１Ｆ
     0466-23-4000  (0466-23-4000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610220,693.6 せき藤沢レディースク〒251-0055 （ＨＰＶ）第77号          平成26年 4月 1日
     藤医693 リニック 藤沢市南藤沢２０－２０柏屋ビル
     ３Ｆ
     0466-23-8858  (0466-37-1577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611220,694.4 牧野クリニック 〒251-0021 （がん指）第644号         平成24年 5月 1日
     藤医694 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９第 （在医総管）第203号       平成18年 4月 1日
     ３森谷ビル３Ｆ
     0466-29-5761  (0466-29-5762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612220,695.1 藤田医院 〒251-0056 （時間外２）第53号        平成22年 4月 1日
     藤医695 藤沢市羽鳥５－５－１０ （糖管）第28号            平成20年 4月 1日
     0466-36-0979  (0466-34-5113) （ニコ）第1095号          平成29年 6月 1日
     （在医総管）第2134号      平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613220,696.9 おくやま小児科 〒251-0002 （酸単）第39182号         平成29年 4月 1日
     藤医696 藤沢市大鋸１－２－１８
     0466-29-5513  (0466-29-5514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614220,697.7 小野整形外科 〒251-0002 （運Ⅱ）第44号            平成18年 4月 1日
     藤医697 藤沢市大鋸１－２－１８ＮＫビル
     ２Ｆ
     0466-29-5593  (0466-29-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2615220,701.7 いせき耳鼻咽喉科 〒251-0024
     藤医701 藤沢市鵠沼橘１－１－８－４Ｆ
     0466-23-8733  (0466-26-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616220,702.5 御所見総合クリニック〒252-0825 （補聴）第53号            平成28年 4月 1日
     藤医702 藤沢市獺郷１８８ （Ｃ・Ｍ）第642号         平成24年 4月 1日
     0466-47-0543  (0466-47-0558) （酸単）第39183号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  390

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2617220,703.3 湘南藤沢クリニック 〒251-0023 （時間外２）第124号       平成22年 4月 1日
     藤医703 藤沢市鵠沼花沢町１－１５柾ビル （がん指）第1313号        平成28年11月 1日
     ２Ｆ
     0466-52-0588  (0466-52-0577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618220,705.8 メンタルクリニックゆ〒252-0804 （認２）第23号            平成24年 7月 1日
     藤医705 かり 藤沢市湘南台２－２－１１丸美ビ
     ル３Ｆ
     0466-43-8108  (0466-43-8108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619220,706.6 白木内科医院 〒251-0024
     藤医706 藤沢市鵠沼橘１－５－１－２０１
     0466-26-5578  (0466-26-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620220,707.4 南藤沢クリニック 〒251-0055 （コン１）第448号         平成28年 8月 1日
     藤医707 藤沢市南藤沢２１－８大安興業ビ （認１）第24号            平成24年 9月 1日
     ル５Ｆ （ショ小）第33号          平成21年10月 1日
     0466-26-3300  (0466-26-3300) （デ小）第79号            平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621220,710.8 片瀬こどもクリニック〒251-0032
     藤医710 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ
     ニックプラザ２Ｆ－２０１
     0466-29-5033  (0466-29-5032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2622220,711.6 早稲田医院 〒251-0028
     藤医711 藤沢市本鵠沼４－７－４
     0466-38-6657  (0466-38-6701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623220,712.4 三浦内科クリニック 〒251-0032 （喘管）第9号             平成18年 4月 1日
     藤医712 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ （糖管）第26号            平成20年 4月 1日
     ニックプラザ３Ｆ－３０２ （がん疼）第176号         平成24年 4月 1日
     0466-29-0120  (0466-29-0121) （糖防管）第30号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第17号            平成29年 6月 1日
     （がん指）第228号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第218号       平成18年 4月 1日
     （認２）第5号             平成24年 4月 1日
     （酸単）第39184号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624220,713.2 アイ整形外科クリニッ〒251-0052
     藤医713 ク 藤沢市藤沢２－３－１５トレアー
     ジュ白旗２Ｆ
     0466-55-1160  (0466-55-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625220,714.0 やすい小児科・循環器〒251-0028 （時間外２）第1289号      平成28年 4月 1日
     藤医714 科 藤沢市本鵠沼４－７－９－２Ｆ （小か診）第56号          平成28年 5月 1日
     0466-30-2125  (0466-30-2126)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  391

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2626220,717.3 汀メンタルヘルスクリ〒251-0055 （時間外２）第1167号      平成26年 5月 1日
     藤医717 ニック 藤沢市南藤沢１７－１６秋山ビル （地包加）第230号         平成26年 5月 1日
     Ⅱ４Ｆ
     0466-29-9125  (0466-29-9126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627220,718.1 桜林産婦人科医院 〒251-0052 一般         5（診入院）第577号         平成24年 4月 1日
     藤医718 藤沢市藤沢１０１番　１－１０１ （ＨＰＶ）第122号         平成22年 4月 1日
     　 （酸単）第39185号         平成29年 4月 1日
     0466-22-2222  (0466-28-4868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628220,719.9 宮本内科消化器科クリ〒252-0823 （時間外２）第215号       平成22年 4月 1日
     藤医719 ニック 藤沢市菖蒲沢６１１ （地包加）第176号         平成27年 4月 1日
     0466-48-0080  (0466-48-0017) （総合評価）第15号        平成20年 4月 1日
     （がん疼）第150号         平成23年 8月 1日
     （支援診３）第470号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第260号         平成23年 8月 1日
     （肝炎）第70号            平成22年 4月 1日
     （在医総管）第819号       平成18年 7月 1日
     （在総）第826号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629220,720.7 野中医院 〒251-0028 （１７５）第676号         平成17年10月28日
     藤医720 藤沢市本鵠沼４－１４－６
     0466-34-2727  (0466-33-8330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630220,721.5 山田医院 〒251-0046 （時間外２）第975号       平成24年 4月 1日
     藤医721 藤沢市辻堂西海岸２－１０－６ （地包加）第229号         平成26年 5月 1日
     0466-36-1762  (0466-33-7660) （小か診）第30号          平成28年 4月 1日
     （ニコ）第151号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第1156号      平成29年 3月 1日
     （がん指）第646号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第219号       平成18年 4月 1日
     （在総）第983号           平成22年 5月 1日
     （１７５）第634号         平成17年11月 1日
     （酸単）第39186号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  392

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2631220,722.3 医療法人社団　正拓会〒251-0044 一般        38（療養入院）第287号       平成22年 4月 1日
     藤医722 　湘南太平台病院 藤沢市辻堂太平台２－１３－２７療養        44（障害入院）第1308号      平成28年 6月 1日
     0466-34-2151  (0466-33-3333) （特施）第118号           平成26年10月 1日
     （看配）第1267号          平成24年 7月 1日
     （看補）第1220号          平成26年10月 1日
     （重）第165号             平成17年11月 1日
     （療養改１）第19号        平成26年 9月 1日
     （患サポ）第84号          平成24年 4月 1日
     （食）第425号             平成17年11月 1日
     （がん疼）第404号         平成29年 9月 1日
     （がん指１）第99号        平成29年12月 1日
     （がん指２）第84号        平成29年12月 1日
     （薬）第260号             平成17年11月 1日
     （支援病２）第39号        平成29年11月 1日
     （在医総管）第2103号      平成29年 6月 1日
     （在総）第1518号          平成29年10月 1日
     （在看）第42号            平成29年12月 1日
     （酸単）第39187号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2632220,723.1 しもじま皮膚科クリニ〒251-0032
     藤医723 ック 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ
     ニックプラザ３Ｆ－３０１
     0466-54-2722  (0466-54-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633220,724.9 かわしま神経内科クリ〒251-0038 （在医総管）第220号       平成18年 4月 1日
     藤医724 ニック 藤沢市鵠沼松が岡５－１３－１７ （神経）第49号            平成20年 4月 1日
     0466-55-1358  (0466-26-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634220,725.6 小林内科医院 〒251-0027 （時間外１）第409号       平成26年 3月 1日
     藤医725 藤沢市鵠沼桜が岡４－１５－２８ （地包加）第278号         平成29年10月 1日
     0466-22-4648  (0466-22-0870) （支援診２）第261号       平成28年 7月 1日
     （がん指）第1114号        平成26年 3月 1日
     （在医総管）第1751号      平成26年 3月 1日
     （在総）第1277号          平成26年 3月 1日
     （酸単）第39188号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635220,726.4 ほんごうメンタルクリ〒252-0804
     藤医726 ニック 藤沢市湘南台２－２７－１５東永
     ビル２Ｆ　２０２
     0466-41-6730  (0466-41-6740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636220,727.2 三上皮フ科医院 〒251-0055 （時間外１）第146号       平成24年 4月 1日
     藤医727 藤沢市南藤沢２０－２０　柏屋ビ
     ル２階
     0466-27-7555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  393

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2637220,728.0 三須こどもクリニック〒251-0032
     藤医728 藤沢市片瀬２－２－１
     0466-20-7878  (0466-29-0520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638220,729.8 医療法人社団　清明会〒251-0032
     藤医729 　湘南海岸眼科クリニ藤沢市片瀬４－１１－５
     ック 0466-25-7772  (0466-25-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639220,730.6 在宅療養支援診療所ご〒252-0825 （がん疼）第413号         平成30年 1月 1日
     藤医730 しょみ 藤沢市獺郷１８８ （支援診１）第49号        平成29年 9月 1日
     0466-47-1099  (0466-47-1098) （在医総管）第2126号      平成29年 8月 1日
     （在総）第1509号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640220,731.4 長後皮膚科医院 〒252-0807
     藤医731 藤沢市下土棚４６７　カートビル
     ２Ｆ
     0466-43-5252  (0463-43-9797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641220,732.2 辻堂クリニック 〒251-0056
     藤医732 藤沢市羽鳥３－１－８－Ｗ１０３
     0466-33-8899  (0466-33-9088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642220,737.1 長後中央医院 〒252-0807 （時間外２）第980号       平成24年 4月 1日
     藤医737 藤沢市下土棚４４４－８ （検Ⅰ）第234号           平成24年 4月 1日
     0466-44-0335  (0466-43-7294) （小検）第54号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第39189号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2643220,738.9 医療法人　誠翔会　セ〒252-0816 （ニコ）第190号           平成29年 7月 1日
     藤医738 ントジョージクリニッ藤沢市遠藤６２１５
     ク 0466-48-3300  (0466-47-0881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644220,739.7 長後こどもクリニック〒252-0807 （支援診３）第644号       平成29年 3月 1日
     藤医739 藤沢市下土棚４７８－５ （在医総管）第1068号      平成20年 4月 1日
     0466-44-2030  (0466-44-2051) （在総）第838号           平成20年 4月 1日
     （小検）第78号            平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645220,741.3 藤沢金沢内科クリニッ〒251-0055 （酸単）第39190号         平成29年 4月 1日
     藤医741 ク 藤沢市南藤沢２０－１８長塚第１
     ビル１Ｆ
     0466-29-1122  (0466-29-1123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646220,742.1 よしだみつぎ整形外科〒252-0804 （酸単）第39191号         平成29年 4月 1日
     藤医742 クリニック 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台
     クリニックビル３０２号
     0466-41-0068  (0466-41-0069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  394

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2647220,744.7 片瀬整形外科 〒251-0032 （運Ⅱ）第446号           平成21年 8月 1日
     藤医744 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ
     ニックプラザ１階
     0466-55-3725  (0466-55-3726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648220,745.4 医療法人社団　実正会〒251-0035 （がん疼）第264号         平成25年12月24日
     藤医745 　のぐち江ノ島クリニ藤沢市片瀬海岸１－３－７リバー （ニコ）第1021号          平成29年 7月 1日
     ック サイド・ドゥ・エム　１Ｆ （支援診２）第242号       平成29年 4月 1日
     0466-55-3811  (0466-55-3855) （がん指）第1104号        平成25年12月24日
     （在医総管）第1728号      平成25年12月24日
     （在総）第1254号          平成25年12月24日
     （酸単）第39192号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649220,750.4 湘南台メンタルクリニ〒252-0804
     藤医750 ック 藤沢市湘南台２－４－１　６３田
     中ビル２Ａ
     0466-43-2539  (0466-43-2539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650220,755.3 西郡医院 〒252-0804 （在医総管）第806号       平成19年 5月 1日
     藤医755 藤沢市湘南台７－５０－５ （１７５）第800号         平成19年 5月 1日
     0466-44-2791  (0466-44-9270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2651220,756.1 ぬまた内科呼吸器科 〒251-0002 （時間外２）第235号       平成22年 4月 1日
     藤医756 藤沢市大鋸１－２－１８藤沢ホス （喘管）第29号            平成19年 5月 1日
     ピタリティパーク３階 （ニコ）第16号            平成29年 7月 1日
     0466-29-5001  (0466-29-0017) （支援診３）第120号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第643号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第217号       平成19年 5月 1日
     （在総）第457号           平成19年 5月 1日
     （外後発使）第82号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652220,759.5 山崎クリニック 〒251-0042 （がん指）第261号         平成23年 8月 1日
     藤医759 藤沢市辻堂新町１－１－１５　２ （酸単）第39193号         平成29年 4月 1日
     Ｆ
     0466-21-8955  (0466-33-3623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653220,760.3 さくだ脳神経外科クリ〒251-0024 （神経）第50号            平成20年 4月 1日
     藤医760 ニック 藤沢市鵠沼橘１－１７－１１　順
     天ビル本館１０１号室
     0466-55-3151  (0466-55-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654220,761.1 しまぬき医院 〒251-0045 （酸単）第39194号         平成29年 4月 1日
     藤医761 藤沢市辻堂東海岸１－１０－１９
     0466-33-3550  (0466-33-3549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  395

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2655220,763.7 こうの眼科クリニック〒251-0047 （コン１）第550号         平成28年 4月 1日
     藤医763 藤沢市辻堂１－２－２　リストレ
     ジデンス辻堂タワー３Ｆ　Ｂ－３
     0466-37-0881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656220,764.5 藤沢本町ファミリーク〒251-0875 （がん疼）第177号         平成24年 4月 1日
     藤医764 リニック 藤沢市本藤沢１－１－８ （ニコ）第15号            平成29年 5月 1日
     0466-80-5815  (0466-80-5823) （支援診２）第77号        平成28年 7月 1日
     （在緩診実）第40号        平成28年 7月 1日
     （がん指）第230号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第214号       平成19年11月 1日
     （在総）第456号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657220,765.2 医療法人社団　いしず〒252-0805 精神       109（精神入院）第2151号      平成26年10月 1日
     (226,765.6) え　湘南敬愛病院 藤沢市円行１－１３－７ （看配）第1277号          平成26年10月 1日
     藤医765 0466-44-5955  (0466-46-3196) （看補）第1545号          平成27年 9月 1日
     （療）第149号             平成26年10月 1日
     （精移行）第19号          平成21年 1月 1日
     （精救急受入）第39号      平成24年 6月 1日
     （後発使２）第29号        平成29年 5月 1日
     （精療）第50号            平成26年10月 1日
     （食）第619号             平成20年 1月 1日
     （薬）第303号             平成22年 1月 1日
     （精）第47号              平成20年 1月 1日
     （ショ小）第4号           平成20年 1月 1日
     （デ小）第66号            平成20年 1月 1日
     （医療保護）第51号        平成20年 1月 1日
     （補管）第2680号          平成20年 1月 1日
     （酸単）第39195号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658220,767.8 辻堂レディースクリニ〒251-0047 （ＨＰＶ）第134号         平成22年 4月 1日
     藤医767 ック 藤沢市辻堂２－７－１湘南パール （酸単）第39196号         平成29年 4月 1日
     ビル５Ｆ
     0466-21-9057  (0466-31-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659220,771.0 江ノ島整形外科・外科〒251-0037
     藤医771 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ
     ラッシング・ウェーブ江ノ島４Ｆ
     0466-31-0787  (0466-31-0788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660220,772.8 湘南ライフ内科クリニ〒251-0037 （ニコ）第1098号          平成29年 7月 1日
     藤医772 ック 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ （支援診３）第1019号      平成28年 4月 1日
     ラッシング・ウェーブ江ノ島４Ｆ （在医総管）第1639号      平成28年 4月 1日
     0466-31-0785  (0466-31-0786) （在総）第1191号          平成25年 5月 1日
     （酸単）第39197号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  396

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2661220,774.4 山口クリニック 〒252-0802 （地包加）第194号         平成27年 4月 1日
     藤医774 藤沢市高倉２３３２－１ （がん疼）第147号         平成23年 8月 1日
     0466-41-0333  (0466-41-0334) （ニコ）第312号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第90号        平成28年 7月 1日
     （がん指）第238号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第1102号      平成20年 6月 1日
     （在総）第851号           平成20年 6月 1日
     （外後発使）第83号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第39198号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662220,775.1 こばやし皮ふ科クリニ〒251-0024
     藤医775 ック 藤沢市鵠沼橘１－１－８Ｄｒ．Ｈ
     ＡＴＡ　ＣＬＩＮＩＣ　ＢＬＤＧ
     　３Ｆ
     0466-28-4112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663220,776.9 湘南あおぞらクリニッ〒251-0861 （がん指）第658号         平成24年 5月 1日
     藤医776 ク 藤沢市大庭５５６０－１ユーミー （肝炎）第65号            平成22年 4月 1日
     メディカルタウン大庭１Ｆ （在医総管）第1188号      平成21年 4月 1日
     0466-89-0603  (0466-89-0604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664220,777.7 木村眼科医院 〒251-0037 （時間外２）第55号        平成22年 4月 1日
     藤医777 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　３ （コン１）第505号         平成29年 4月 1日
     階
     0466-34-1341  (0466-34-1341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665220,780.1 河合耳鼻咽喉科医院 〒252-0804 （高）第195号             平成21年 1月 1日
     藤医780 藤沢市湘南台２－７－８
     0466-43-6855  (0466-43-4765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666220,783.5 丸山医院 〒251-0056 （時間外２）第570号       平成22年 4月 1日
     藤医783 藤沢市羽鳥２－２－２６ （ニコ）第486号           平成29年 7月 1日
     0466-36-8709  (0466-34-1233) （支援診３）第1157号      平成29年 4月 1日
     （がん指）第657号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1189号      平成21年 3月 1日
     （在総）第902号           平成21年 3月 1日
     （酸単）第39199号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667220,787.6 越野小児科 〒251-0047 （酸単）第39200号         平成29年 4月 1日
     藤医787 藤沢市辻堂２－４－２７
     0466-36-6863  (0466-47-6338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668220,789.2 ほしの内科クリニック〒251-0052 （ニコ）第479号           平成29年 6月 1日
     藤医789 藤沢市藤沢２－１－１８　
     0466-29-0320  (0466-29-0340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  397

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2669220,792.6 つちや眼科 〒251-0042 （コン１）第608号         平成29年 2月 1日
     藤医792 藤沢市辻堂新町４－１－１湘南モ （外後発使）第207号       平成28年 8月 1日
     ールフィル２Ｆ
     0466-37-1008  (0466-37-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670220,795.9 たかはしクリニック 〒251-0016 （ニコ）第951号           平成29年 6月 1日
     藤医795 藤沢市弥勒寺４－１－１２ （在医総管）第1586号      平成24年11月 1日
     0466-23-6133  (0466-23-6185) （酸単）第39201号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671220,796.7 医療法人社団　芳晴会〒252-0816 一般 （時間外１）第419号       平成26年 4月 1日
     藤医796 　愛児レディースクリ藤沢市遠藤２９５７－１ 　　一般    13（診入院）第592号         平成26年 4月 1日
     ニック 0466-89-0055  (0466-89-0050) （ハイ妊娠）第94号        平成22年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第205号         平成22年 4月 1日
     （酸単）第39202号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672220,797.5 尾崎クリニック 〒251-0026 （がん指）第642号         平成24年 5月 1日
     藤医797 藤沢市鵠沼東１－１　玉半ビル　
     ２Ｆ
     0466-25-2210  (0466-24-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673220,800.7 あべともここどもクリ〒252-0804 （神経）第176号           平成22年12月 1日
     藤医800 ニック 藤沢市湘南台３－７－１２　湘南
     台クリニックビル２０２
     0466-42-6785  (0466-42-6786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674220,801.5 いけだ耳鼻咽喉科 〒251-0052 （高）第230号             平成22年10月 1日
     藤医801 藤沢市藤沢２－１－１８山本ビル
     ３Ｆ
     0466-22-1187  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675220,802.3 たがわ皮フ科形成外科〒251-0042
     藤医802 藤沢市辻堂新町１－４－３２　フ
     ラワービルⅡ　３Ｆ
     0466-33-8741  (0466-34-2683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676220,803.1 石田胃腸科医院 〒251-0871 （酸単）第39203号         平成29年 4月 1日
     藤医803 藤沢市善行２－１－２
     0466-81-2638  (0466-81-2524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677220,804.9 杉山内科クリニック 〒251-0043 （酸単）第39204号         平成29年 4月 1日
     藤医804 藤沢市辻堂元町５－１３－２５
     0466-31-0310  (0466-31-0315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678220,806.4 のなかこどもクリニッ〒251-0037
     藤医806 ク 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ
     ラッシングウェーブ江の島４Ｆ
     0466-31-0555  (0466-31-0556)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  398

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2679220,807.2 こうレディースクリニ〒251-0037 （ＨＰＶ）第286号         平成22年12月 1日
     藤医807 ック・江ノ島 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ
     ラッシングウェーブ江の島３Ｆ
     0466-34-7788  (0466-34-8300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680220,808.0 湘南長寿園病院 〒251-0051 療養       120（療養入院）第441号       平成22年11月 1日
     藤医808 藤沢市白旗１－１１－１ 介護        60（療養１）第107号         平成22年11月 1日
     0466-82-7311  (0466-84-2235) （療養２）第114号         平成22年11月 1日
     （食）第659号             平成22年11月 1日
     （脳Ⅲ）第122号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅲ）第134号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第39205号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681220,809.8 すが内科クリニック 〒252-0804 （ニコ）第720号           平成29年 7月 1日
     藤医809 藤沢市湘南台２－８－７　ライオ （がん指）第637号         平成24年 5月 1日
     ンズマンション湘南台１Ｆ
     0466-45-5557  (0466-45-5173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682220,810.6 湘南レディースクリニ〒251-0023 （時間外２）第902号       平成24年 1月 1日
     藤医810 ック 藤沢市鵠沼花沢町１－１２　第５ （酸単）第39206号         平成29年 4月 1日
     相澤ビル６Ｆ
     0466-55-5066  (0466-55-5067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683220,812.2 本鵠沼耳鼻咽喉科 〒251-0028
     藤医812 藤沢市本鵠沼３－１２－３７　ク
     リエート湘南第６ビル２Ｆ
     0466-33-2777  (0466-33-2779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684220,813.0 湘南ライフタウン診療〒251-0861 （時間外１）第408号       平成26年 4月 1日
     藤医813 所 藤沢市大庭５５２６－２　藤沢エ （支援診２）第108号       平成28年 4月 1日
     デンの園Ｂ１Ｆ （在緩診実）第28号        平成28年 4月 1日
     0466-86-8821  (0466-86-8823) （在医総管）第1412号      平成23年 4月 1日
     （在総）第1033号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685220,817.1 ＣｏＣｏＣｌｉｎｉｃ〒251-0038 （時間外２）第1290号      平成28年 4月 1日
     藤医817 藤沢市鵠沼松が岡３－２－１３ （小か診）第31号          平成28年 4月 1日
     0466-55-3988  (0466-55-3988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686220,818.9 たかばやし胃腸科クリ〒251-0024
     藤医818 ニック 藤沢市鵠沼橘１－１－８　藤沢メ
     ディカルビレッジ５Ｆ・６Ｆ
     0466-24-4114  (0466-24-4119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687220,819.7 産婦人科 田クリニッ〒251-0861 一般        19（時間外１）第128号       平成24年 4月 1日
     藤医819 ク 藤沢市大庭５０６１－４ （診入院）第663号         平成26年 4月 1日
     0466-88-1103  (0466-88-2292) （ＨＰＶ）第300号         平成22年11月 1日
     （酸単）第39207号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  399

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2688220,821.3 医療法人社団　久善会〒251-0052 （時間外２）第881号       平成23年 6月 1日
     藤医821 　やのハートクリニッ藤沢市藤沢１０９９－５ （ニコ）第785号           平成29年 6月 1日
     ク 0466-29-8810  (0466-29-8813) （がん指）第231号         平成23年 8月 1日
     （酸単）第39208号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689220,823.9 グリーン内科 〒252-0801 （酸単）第39209号         平成29年 4月 1日
     藤医823 藤沢市長後７０６　ゴールドエイ
     ジ藤沢１０１
     0466-43-8088  (0466-43-8087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690220,825.4 すが皮ふ科 〒252-0804
     藤医825 藤沢市湘南台２－８－７ライオン
     ズマンション湘南台１Ｆ
     0466-41-0666  (0466-41-0667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691220,827.0 医療法人社団　喜望会〒252-0804 （神経）第192号           平成23年11月 1日
     藤医827 　つじた脳神経外科 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台 （Ｃ・Ｍ）第768号         平成27年 2月 1日
     クリニックビル１Ｆ
     0466-42-6801  (0466-42-6802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692220,828.8 湘南台はた眼科 〒252-0804 （コン１）第563号         平成28年 4月 1日
     藤医828 藤沢市湘南台１－４－２ピノスビ
     ル　４Ｆ
     0466-44-2121  (0466-44-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693220,831.2 善行団地石川医院 〒251-0877 （がん疼）第250号         平成25年10月 1日
     藤医831 藤沢市善行団地３－１６－１ （ニコ）第836号           平成29年 6月 1日
     0466-82-1377  (0466-82-7839) （がん指）第365号         平成24年 1月 1日
     （歩行）第88号            平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694220,832.0 山﨑脳神経外科クリニ〒251-0871
     藤医832 ック 藤沢市善行１－２０－６
     0466-81-3183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2695220,834.6 泌尿器科湘南諏訪クリ〒252-0801
     藤医834 ニック 藤沢市長後７０６ゴールドエイジ
     藤沢１０７
     0466-43-5566  (0466-43-5568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696220,835.3 長後えんどう眼科 〒252-0801 （コン１）第579号         平成28年 4月 1日
     藤医835 藤沢市長後７０６ゴールドエイジ （先－１９１）第3号       平成24年 8月 1日
     藤沢１０３
     0466-44-8833  (0466-44-8831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  400

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2697220,837.9 医療法人社団永康会　〒252-0804 （時間外２）第1000号      平成24年 4月 1日
     藤医837 湘南台じんクリニック藤沢市湘南台１－１０－６カルチ （透析水２）第90号        平成24年 7月 1日
     ャー湘南台ビル１Ｆ （肢梢）第171号           平成29年 1月 1日
     0466-45-0150  (0466-45-0151) （酸単）第39210号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698220,839.5 辻堂ベイサイド眼科 〒251-0041 （コン３）第31号          平成29年 4月 1日
     藤医839 藤沢市辻堂神台１－３－１湘南辻
     堂Ｓ．Ｃ．３Ｆ
     0466-86-7335  (0466-86-7335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699220,840.3 丸田整形外科 〒251-0027
     藤医840 藤沢市鵠沼桜が岡２－１０－２６
     0466-54-3411  (0466-54-3412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700220,841.1 高橋まことクリニック〒252-0815 （ニコ）第853号           平成29年 7月 1日
     藤医841 藤沢市石川１－１－２０ＳＣビル （支援診２）第308号       平成28年 7月 1日
     　２Ｆ （がん指）第1268号        平成28年 7月 1日
     0466-89-4351  (0466-89-4352) （在医総管）第1579号      平成24年 9月 1日
     （在総）第1145号          平成24年 9月 1日
     （酸単）第42342号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701220,844.5 上林整形クリニック 〒251-0028 （運Ⅱ）第650号           平成27年 5月 1日
     藤医844 藤沢市本鵠沼３－１２－３７　ク
     リエート湘南第６ビル　２Ｆ
     0466-36-2226  (0466-36-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702220,845.2 辻堂金沢内科クリニッ〒251-0041
     藤医845 ク 藤沢市辻堂神台２－２－１アイク
     ロス湘南１Ｆ
     0466-86-7706  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703220,847.8 梅津クリニック 〒251-0047 （ニコ）第882号           平成29年 6月 1日
     藤医847 藤沢市辻堂２－９－３辻堂プルミ （がん指）第1243号        平成28年 2月 1日
     エビル２Ｆ
     0466-35-4511  (0466-35-4512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704220,849.4 さいとう内科小児科ク〒251-0047 （ニコ）第905号           平成29年 7月 1日
     藤医849 リニック 藤沢市辻堂元町４－７－２１
     0466-30-3500  (0466-30-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705220,852.8 藤沢メンタル・漢方ク〒251-0023
     藤医852 リニック 藤沢市鵠沼花沢町１３－９　ハナ
     ザワビル３Ｆ
     0466-55-0556  (0466-55-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  401

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2706220,853.6 医療法人徳洲会　湘南〒251-0041 一般       419（一般入院）第1794号      平成28年11月 1日
     藤医853 藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台１－５－１ （総合３）第31号          平成29年11月 1日
     0466-35-1177  (0466-35-1300) （超急性期）第63号        平成24年10月 1日
     （診療録１）第42号        平成26年 6月 1日
     （事補２）第124号         平成29年 6月 1日
     （急性看補）第143号       平成27年 3月 1日
     （療）第138号             平成26年10月 1日
     （重）第202号             平成29年 5月 1日
     （無菌１）第14号          平成24年11月 1日
     （栄養チ）第80号          平成27年 7月 1日
     （医療安全１）第233号     平成24年10月 1日
     （感染防止１）第62号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第176号         平成24年10月 1日
     （褥瘡ケア）第50号        平成24年10月 1日
     （ハイ妊娠）第105号       平成24年10月 1日
     （ハイ分娩）第76号        平成24年10月 1日
     （呼吸チ）第34号          平成28年12月 1日
     （病棟薬１）第83号        平成26年10月 1日
     （データ提）第95号        平成24年11月 1日
     （退支）第164号           平成24年10月 1日
     （認ケア）第100号         平成29年 1月 1日
     （精疾診）第34号          平成28年 7月 1日
     （ハイケア１）第24号      平成27年 5月 1日
     （小入４）第61号          平成25年 5月 1日
     （食）第674号             平成24年10月 1日
     （糖管）第176号           平成24年10月 1日
     （がん疼）第273号         平成26年 7月 1日
     （がん指１）第73号        平成26年 7月 1日
     （がん指２）第55号        平成26年 7月 1日
     （がん指３）第13号        平成26年 4月 1日
     （糖防管）第59号          平成24年10月 1日
     （トリ）第57号            平成24年10月 1日
     （放射診）第23号          平成24年10月 1日
     （ニコ）第910号           平成29年 6月 1日
     （肝炎）第121号           平成26年 3月 1日
     （薬）第339号             平成24年10月 1日
     （機安１）第161号         平成24年10月 1日
     （機安２）第40号          平成24年10月 1日
     （持血測）第27号          平成27年 7月 1日
     （ＨＰＶ）第330号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第239号           平成24年10月 1日
     （検Ⅳ）第41号            平成24年10月 1日
     （歩行）第63号            平成24年10月 1日
     （神経）第209号           平成24年10月 1日
     （小検）第69号            平成24年10月 1日
     （誘発）第35号            平成24年10月 1日
     （Ｃ気鏡）第18号          平成24年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  402

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （Ｃ・Ｍ）第729号         平成24年10月 1日
     （抗悪処方）第73号        平成24年10月 1日
     （外化１）第139号         平成24年10月 1日
     （菌）第141号             平成24年10月 1日
     （心Ⅰ）第43号            平成24年10月 1日
     （脳Ⅰ）第149号           平成24年10月 1日
     （運Ⅰ）第192号           平成24年10月 1日
     （呼Ⅰ）第179号           平成24年10月 1日
     （集コ）第78号            平成24年10月 1日
     （エタ甲）第75号          平成27年 3月 1日
     （エタ副甲）第37号        平成27年 3月 1日
     （透析水２）第128号       平成24年10月 1日
     （肢梢）第32号            平成28年 4月 1日
     （歩行ロボ）第3号         平成30年 3月 1日
     （脊刺）第49号            平成24年10月 1日
     （乳セ１）第58号          平成24年10月 1日
     （経特）第47号            平成24年10月 1日
     （経中）第47号            平成24年10月 1日
     （ペ）第194号             平成24年10月 1日
     （大）第111号             平成24年10月 1日
     （腹小切）第1号           平成26年 4月 1日
     （胆）第32号              平成24年10月 1日
     （膵石破）第16号          平成27年 3月 1日
     （早大腸）第33号          平成24年10月 1日
     （腎）第63号              平成24年10月 1日
     （腹腎支器）第5号         平成29年 2月 1日
     （膀胱）第21号            平成24年10月 1日
     （腹前支器）第3号         平成24年10月 1日
     （胃瘻造）第58号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第55号          平成24年10月 1日
     （輸適）第84号            平成24年10月 1日
     （造設前）第69号          平成25年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第43号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第196号         平成24年10月 1日
     （麻管Ⅱ）第36号          平成28年 7月 1日
     （放専）第51号            平成24年10月 1日
     （外放）第41号            平成24年10月 1日
     （高放）第130号           平成24年10月 1日
     （増線）第16号            平成26年 4月 1日
     （強度）第11号            平成25年 1月 1日
     （画誘）第20号            平成24年11月 1日
     （体対策）第13号          平成24年11月 1日
     （直放）第27号            平成24年10月 1日
     （定対策）第11号          平成25年 2月 1日
     （病理診１）第39号        平成24年10月 1日
     （酸単）第39211号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  403

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2707220,854.4 ほしの眼科クリニック〒251-0045 （コン１）第587号         平成29年 3月 1日
     藤医854 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０
     湘南メディカルビル２Ｆ－Ｂ
     0466-90-5972  (0466-90-5971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2708220,855.1 マリソル整形外科 〒251-0045 （運Ⅱ）第590号           平成26年 1月 1日
     藤医855 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０
     湘南メディカルビル３Ｆ
     0466-47-7870  (0466-47-7871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709220,856.9 小林整形外科・外科 〒252-0804 （運Ⅲ）第237号           平成29年10月 1日
     藤医856 藤沢市湘南台５－７－１７
     0466-45-5181  (0466-46-1313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710220,858.5 湘南第一病院 〒252-0804 一般        94（一般入院）第1795号      平成28年10月 1日
     藤医858 藤沢市湘南台１－１９－７ （診療録２）第199号       平成26年 7月 1日
     0466-44-7111  (0466-44-7103) （事補２）第129号         平成25年 2月13日
     （急性看補）第149号       平成28年10月 1日
     （療）第145号             平成26年 4月 1日
     （後発使３）第6号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第68号        平成26年 3月 1日
     （データ提）第124号       平成27年 1月 1日
     （退支）第186号           平成26年 6月 1日
     （地包ケア１）第10号      平成27年11月 1日
     （短手１）第37号          平成25年 2月13日
     （短手２）第16号          平成25年 2月13日
     （食）第678号             平成25年 2月13日
     （がん指）第834号         平成25年 2月13日
     （薬）第343号             平成25年 2月13日
     （在医総管）第1628号      平成25年 2月13日
     （検Ⅰ）第241号           平成25年 2月13日
     （歩行）第64号            平成25年 2月13日
     （Ｃ・Ｍ）第746号         平成25年 2月13日
     （外化２）第75号          平成26年11月 1日
     （運Ⅰ）第245号           平成27年 8月 1日
     （呼Ⅰ）第194号           平成26年 6月 1日
     （麻管Ⅰ）第198号         平成25年 2月13日
     （酸単）第39212号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711220,859.3 ことり内科クリニック〒252-0804
     藤医859 藤沢市湘南台２－２－１シーライ
     ト湘南１Ａ
     0466-53-7100  (0466-53-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  404

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2712220,860.1 湘南吉田クリニック 〒251-0055
     藤医860 藤沢市南藤沢１８－１エバーズ第
     １０藤沢ビルⅡ　５Ｆ
     0466-54-0556  (0466-54-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713220,861.9 白旗なのはなクリニッ〒251-0052 （がん疼）第284号         平成26年10月 1日
     藤医861 ク 藤沢市藤沢２－３－１５トレアー （ニコ）第1050号          平成29年 6月 1日
     ジュ白旗２Ｆ （支援診２）第302号       平成28年 4月 1日
     0466-55-2511  (0466-55-2512) （在医総管）第1650号      平成25年 6月 1日
     （在総）第1279号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第39213号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714220,862.7 メディカルパーク湘南〒252-0804 一般        17（時間外１）第359号       平成25年 5月 1日
     藤医862 藤沢市湘南台１－２４－７ （診入院）第675号         平成25年 5月 1日
     0466-41-0331  (0466-41-0332) （ハイ妊娠）第108号       平成25年 5月 1日
     （ニコ）第975号           平成29年 7月 1日
     （ＨＰＶ）第342号         平成25年 5月 1日
     （酸単）第39214号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715220,863.5 しらゆりクリニック 〒251-0047 （在医総管）第1673号      平成25年 6月 1日
     藤医863 藤沢市辻堂２－７－１６ＳＨＯＮ
     ＡＮ　ＳＡＫＵＲＡＩ　ＢＵＩＬ
     ＤＩＮＧ　２Ｆ
     0466-52-4141  (0466-52-4142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716220,864.3 湘南台　腎泌尿器・漢〒252-0804 （時間外２）第1127号      平成25年 8月 1日
     藤医864 方クリニック 藤沢市湘南台２－７－１２門倉第 （がん疼）第253号         平成25年11月 1日
     ２湘南台ビル１Ｆ （がん指）第1273号        平成28年 8月 1日
     0466-41-2566  (0466-41-2567) （在医総管）第1679号      平成25年 8月 1日
     （酸単）第39215号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717220,866.8 長後クリニック 〒252-0801 （支援診２）第233号       平成29年 2月 1日
     藤医866 藤沢市長後７０６ゴールドエイジ （在医総管）第1700号      平成25年10月 1日
     藤沢１０２ （在総）第1230号          平成25年10月 1日
     0466-54-8441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718221,000.3 山下湘南夢クリニック〒251-0025 （ＨＰＶ）第356号         平成25年12月 1日
     藤医1000 藤沢市鵠沼石上１－２－１０ウェ
     ルビーズ藤沢４Ｆ
     0466-55-5011  (0466-55-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719221,001.1 あいあい耳鼻咽喉科医〒251-0042 （高）第269号             平成25年12月 1日
     藤医1001 院 藤沢市辻堂新町１－２－２３プリ （酸単）第39217号         平成29年 4月 1日
     メロ湘南１Ｆ－Ａ
     0466-33-8749  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  405

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2720221,003.7 ふくだクリニック 〒251-0047 （酸単）第39218号         平成29年 4月 1日
     藤医1003 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘
     南３Ｆ
     0466-30-1333  (0466-30-1334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721221,004.5 辻堂東海岸クリニック〒251-0045 （在医総管）第1884号      平成27年 5月 1日
     藤医1004 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０ （酸単）第39219号         平成29年 4月 1日
     湘南メディカルビル１Ｆ
     0466-34-6006  (0466-34-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722221,005.2 湘南台しらがクリニッ〒252-0804 （支援診３）第1106号      平成29年 4月 1日
     藤医1005 ク 藤沢市湘南台１－１－６湘南台ク （がん指）第1124号        平成26年 4月 1日
     リニックビル　３Ｆ （在医総管）第1765号      平成26年 4月 1日
     0466-41-4192  (0466-41-4192) （在総）第1285号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723221,006.0 池上整形外科 〒251-0031 （時間外１）第426号       平成26年 4月 1日
     藤医1006 藤沢市鵠沼藤が谷２－１－２１ （運Ⅱ）第606号           平成26年 4月 1日
     0466-26-3711  (0466-90-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724221,008.6 みむら脳神経外科 〒252-0813 （時間外１）第441号       平成26年 7月 1日
     藤医1008 藤沢市亀井野２－７－１ （神経）第233号           平成26年 7月 1日
     0466-81-8686  (0466-81-8689) （酸単）第39220号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725221,010.2 堂いなほクリニック〒251-0047
     藤医1010 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘
     南　３Ｆ西側
     0466-53-8218  (0466-53-8219)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726221,013.6 堂南口耳鼻科 〒251-0047 （高）第279号             平成26年 7月 1日
     藤医1013 藤沢市辻堂１－２－２　リストレ
     ジデンス辻堂タワー３Ｆ　Ｂ－２
     0466-33-2233  (0466-33-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727221,016.9 瀬戸山産婦人科 〒252-0804 （ＨＰＶ）第381号         平成26年 8月 1日
     藤医1016 藤沢市湘南台７－５２－１１ （酸単）第39221号         平成29年 4月 1日
     0466-43-3335  (0466-44-9913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728221,017.7 野沢内科循環器内科 〒251-0037
     藤医1017 藤沢市鵠沼海岸２－５－１８ＭＫ
     ビル２Ｆ
     0466-36-2055  (0466-36-9489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2729221,019.3 こうのクリニック辻堂〒251-0047
     藤医1019 西口 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘
     南４Ｆ
     0466-47-7708  (0466-47-7708)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  406

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2730221,021.9 工藤メンタルクリニッ〒251-0052
     藤医1021 ク 藤沢市藤沢６００ＡＳＭｂｕｉｌ
     ｄｉｎｇ４階Ａ号
     0466-47-9400  (0466-47-9433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731221,022.7 すくすくあかちゃんこ〒251-0871 （酸単）第39222号         平成29年 4月 1日
     藤医1022 どもクリニック 藤沢市善行２－１８－２
     0466-90-3950  (0466-90-3958)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732221,023.5 リーヴァレディースク〒251-0041 （時間外２）第1208号      平成26年12月 1日
     藤医1023 リニック 藤沢市辻堂神台１－３－３９オザ （ニコ）第1107号          平成29年 7月 1日
     ワビル４Ｆ　４０２ （がん指）第1179号        平成27年 1月 1日
     0466-54-8827  (0466-54-8071) （在医総管）第1837号      平成26年11月 1日
     （ＨＰＶ）第385号         平成26年11月 1日
     （酸単）第39223号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733221,024.3 くげぬま奥医院 〒251-0031 （時間外２）第1215号      平成26年12月 1日
     藤医1024 藤沢市鵠沼藤が谷３－１１－１９ （地包加）第250号         平成29年10月 1日
     0466-26-5511  （支援診３）第1239号      平成29年 3月 1日
     （在医総管）第1923号      平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734221,025.0 わかきｋｉｄｓ’クリ〒251-0021
     藤医1025 ニック 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９湘
     南クリニックビル３Ｆ
     0466-53-9501  (0466-53-9502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735221,026.8 湘南台あかちゃんこど〒252-0804 （時間外２）第1291号      平成28年 4月 1日
     藤医1026 もクリニック 藤沢市湘南台２－３－１アルテミ （小か診）第32号          平成28年 4月 1日
     ス湘南２Ｆ （支援診３）第1276号      平成28年 4月 1日
     0466-45-0123  (0466-45-0018) （在医総管）第1984号      平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736221,027.6 湘南藤沢おぬき消化器〒251-0052 （ニコ）第1115号          平成29年 6月 1日
     藤医1027 クリニック 藤沢市藤沢６００ＡＳＭビルディ （がん指）第1306号        平成28年10月 1日
     ング３Ｆ
     0466-24-1371  (0466-24-1374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737221,028.4 おおたけ眼科　湘南台〒252-0815 （コン１）第652号         平成29年 4月 1日
     藤医1028 医院 藤沢市石川６－２－１イトーヨー
     カドー湘南台店２Ｆ
     0466-47-9296  (0466-47-9297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738221,029.2 湘南台アイクリニック〒252-0804 （コン１）第626号         平成29年 4月 1日
     藤医1029 藤沢市湘南台２－３－１アルテミ
     ス湘南３Ｆ
     0466-45-7772  (0466-45-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  407

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2739221,030.0 医療法人社団　松和会〒251-0025 （時間外２）第1221号      平成27年 1月 5日
     藤医1030 　藤沢メディカルクリ藤沢市鵠沼石上１－１２－１３ワ （透析水２）第192号       平成27年 1月 5日
     ニック ンズ鵠沼ビル （肢梢）第183号           平成29年 6月 1日
     0466-26-6133  (0466-26-6134) （酸単）第39224号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740221,031.8 医療法人社団　松和会〒252-0816 （時間外２）第1222号      平成27年 1月 5日
     藤医1031 　湘南星和クリニック藤沢市遠藤６４１－１４ （透析水２）第193号       平成27年 1月 5日
     0466-89-4550  (0466-89-4553) （肢梢）第172号           平成29年 1月 1日
     （酸単）第39225号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741221,032.6 むつあい内科クリニッ〒252-0813
     藤医1032 ク 藤沢市亀井野２－１０－１３
     0466-52-5883  (0466-52-5309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742221,033.4 もとき内科クリニック〒251-0041 （ニコ）第1136号          平成29年 5月 1日
     藤医1033 藤沢市辻堂神台１－３－３９オザ （支援診３）第1210号      平成29年 3月 1日
     ワビル４Ｆ４０３ （がん指）第1194号        平成27年 4月 1日
     0466-47-8216  (0466-47-8246) （在医総管）第1877号      平成27年 4月 1日
     （在総）第1358号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743221,034.2 藤沢脳神経外科病院 〒251-0032 一般        55（一般入院）第1805号      平成28年10月 1日
     藤医1034 藤沢市片瀬２－１５－３６ （事補１）第84号          平成29年10月 1日
     0466-27-1511  (0466-28-0882) （急性看補）第170号       平成28年10月 1日
     （重）第212号             平成27年 4月 1日
     （医療安全２）第260号     平成27年 4月 1日
     （感染防止２）第168号     平成29年 8月 1日
     （総合評価）第117号       平成27年 4月 1日
     （後発使２）第34号        平成29年 7月 1日
     （病棟薬１）第90号        平成27年 4月 1日
     （退支）第231号           平成29年 7月 1日
     （食）第697号             平成27年 4月 1日
     （薬）第361号             平成27年 4月 1日
     （神経）第242号           平成27年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第837号         平成27年 4月 1日
     （運Ⅲ）第202号           平成27年 4月 1日
     （医手休）第25号          平成27年 4月 1日
     （医手外）第25号          平成27年 4月 1日
     （医手深）第25号          平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第224号         平成27年 4月 1日
     （酸単）第39226号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744221,037.5 かるがも藤沢クリニッ〒251-0052 （酸単）第39227号         平成29年 4月 1日
     藤医1037 ク 藤沢市藤沢６００ＡＳＭビル４Ｆ
     0466-25-3314  (0466-25-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  408

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2745221,038.3 海部胃腸内科医院 〒251-0004 （時間外２）第1245号      平成27年 6月 1日
     藤医1038 藤沢市藤が岡３－６－１０
     0466-26-7225  (0466-26-0894)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746221,041.7 藤沢整形外科クリニッ〒251-0052 （酸単）第40516号         平成29年 4月 1日
     藤医1041 ク 藤沢市藤沢６１０－１　２Ｆ
     0466-28-5310  (0466-28-5311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747221,042.5 えのすぱクリニック 〒251-0036 （時間外２）第1253号      平成27年 9月 1日
     藤医1042 藤沢市江の島２－１－６
     0466-25-2638  (0466-25-2639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2748221,043.3 こまたアレルギー科　〒251-0052 （小検）第96号            平成27年 9月 1日
     藤医1043 小児科クリニック 藤沢市藤沢６１０－１サミットス （酸単）第39228号         平成29年 4月 1日
     トア藤沢駅北口店２Ｆ
     0466-55-2250  (0466-55-2260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2749221,044.1 三宅クリニック 〒251-0003 （酸単）第39229号         平成29年 4月 1日
     藤医1044 藤沢市柄沢５８０－１
     0466-53-7983  (0466-53-7984)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750221,045.8 湘南台ごしょみ眼科 〒252-0804 （コン３）第6号           平成28年 4月 1日
     藤医1045 藤沢市湘南台２－４－６ノワビル
     Ⅱ　４Ｆ
     0466-54-9701  (0466-54-9702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751221,046.6 湘南ごしょみ眼科 〒252-0826 （時間外２）第1257号      平成27年 9月30日
     藤医1046 藤沢市宮原３３４３－１ （コン１）第639号         平成28年 4月 1日
     0466-48-8522  (0466-48-3052) （外後発使）第84号        平成28年 4月 1日
     （先１４０）第43号        平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752221,047.4 海の診療所 〒251-0038 （支援診３）第1248号      平成29年 4月 1日
     藤医1047 藤沢市鵠沼松が岡１－１６－２３ （在医総管）第1941号      平成28年 2月 1日
     0466-76-6034  (0466-76-6034) （在総）第1390号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753221,049.0 医療法人社団ＴＡＳ　〒252-0801 （運Ⅱ）第681号           平成27年12月 1日
     藤医1049 長後整形外科 藤沢市長後７０６　ゴールドエイ （酸単）第39231号         平成29年 4月 1日
     ジ藤沢１０５
     0466-41-0101  (0466-41-0102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754221,050.8 藤沢在宅クリニック 〒251-0055 （がん疼）第339号         平成28年 4月 1日
     藤医1050 藤沢市南藤沢１７－１６　秋山ビ （支援診２）第326号       平成28年 4月 1日
     ルⅡ　２Ｆ２０１ （在緩診実）第20号        平成28年 4月 1日
     0466-50-2399  （在医総管）第1943号      平成27年12月 1日
     （在総）第1392号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  409

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2755221,051.6 さわ内科糖尿病クリニ〒251-0052
     藤医1051 ック 藤沢市藤沢６１０－１　サミット
     ストア藤沢駅北口店２Ｆ
     0466-55-2256  (0466-55-2384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756221,052.4 森整形外科医院 〒251-0043
     藤医1052 藤沢市辻堂元町４－７－２１
     0466-90-3630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757221,053.2 湘南鵠沼産婦人科 〒251-0031 一般        19（時間外１）第508号       平成28年 1月 1日
     藤医1053 藤沢市鵠沼藤が谷１－７－１０ （診入院）第698号         平成28年 1月 1日
     0466-55-0070  (0466-55-0074) （ハイ妊娠）第121号       平成28年 1月 1日
     （ＨＰＶ）第413号         平成28年 1月 1日
     （酸単）第40512号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758221,055.7 湘南台東口クリニック〒252-0804 （透析水２）第216号       平成28年 1月 1日
     藤医1055 藤沢市湘南台１－１－１　湘南台 （肢梢）第99号            平成28年 6月 1日
     ダイヤモンドマンション１Ｆ （酸単）第39232号         平成29年 4月 1日
     0466-43-5115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759221,056.5 一般財団法人同友会　〒252-0807 （ＨＰＶ）第409号         平成28年 2月 1日
     藤医1056 ライフメディカル健診藤沢市下土棚４６７－１０
     プラザ 0466-44-2000  (0466-44-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760221,057.3 たけいハートクリニッ〒252-0807 （ニコ）第1232号          平成29年 7月 1日
     藤医1057 ク 藤沢市下土棚４６７－１０－１Ｆ
     0466-53-8624  (0466-53-8625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761221,058.1 湘南眼科クリニック 〒251-0052 （コン１）第663号         平成28年 7月 1日
     藤医1058 藤沢市藤沢６１０－１　２Ｆ
     0466-25-5333  (0466-25-5333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762221,060.7 みき辻堂東海岸クリニ〒251-0045
     藤医1060 ック 藤沢市辻堂東海岸３－８－１１
     0466-20-5311  (0466-20-5260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763221,061.5 のむら医院 〒251-0028
     藤医1061 藤沢市本鵠沼２－４－２９
     0466-53-8500  (0466-53-8570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764221,062.3 別府医院 〒251-0024 （がん疼）第364号         平成28年 7月17日
     藤医1062 藤沢市鵠沼橘１－１－１　第２外 （酸単）第39233号         平成29年 4月 1日
     岡ビル５Ｆ
     0466-26-1515  (0466-22-2587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  410

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2765221,063.1 山内病院付属　藤沢ス〒251-0043 （在医総管）第2042号      平成28年 9月 1日
     藤医1063 マートタウンクリニッ藤沢市辻堂元町６－１７－１　Ｗ （小検）第103号           平成28年10月 1日
     ク ｅｌｌｎｅｓｓ　ＳＱＵＡＲＥ　 （運Ⅱ）第718号           平成29年 1月 1日
     南館１Ｆ
     0466-52-5277  (0466-53-8830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766221,064.9 からさわ耳鼻咽喉科 〒251-0003
     藤医1064 藤沢市柄沢５６０－４
     0466-26-3387  (0466-26-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767221,066.4 鵠沼メンタルクリニッ〒251-0027 （時間外２）第1332号      平成29年 1月 1日
     藤医1066 ク 藤沢市鵠沼桜が岡１－８－１０
     0466-22-5617  (0466-52-6795)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768221,067.2 ほり整形外科クリニッ〒251-0025 （時間外１）第574号       平成29年 4月 1日
     藤医1067 ク 藤沢市鵠沼石上１－１３－４　ク （運Ⅱ）第761号           平成30年 2月 1日
     リスタル鵠沼１Ｆ
     0466-24-3777  (0466-24-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769221,068.0 たんぽぽこども診療所〒251-0003 （酸単）第40559号         平成29年 4月 1日
     藤医1068 藤沢市柄沢４３７－２
     0466-27-2550  (0466-27-2555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770221,069.8 木下整形外科 〒251-0861
     藤医1069 藤沢市大庭５１２５－１３
     0466-90-5898  (0466-90-5889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771221,070.6 湘南台スマイルクリニ〒252-0804 （がん疼）第415号         平成30年 2月 1日
     藤医1070 ック 藤沢市湘南台２－１０－１２　グ （支援診２）第391号       平成29年 4月 1日
     ラン・コスタ湘南５Ｆ５０１ （在緩診実）第70号        平成29年 7月 1日
     0466-53-8590  (0466-53-8591) （在医総管）第2100号      平成29年 4月 1日
     （在総）第1476号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772221,071.4 さくら皮フ科 〒251-0052
     藤医1071 藤沢市藤沢５５９　角若松ビル２
     Ｆ２－１
     0466-29-1239  (0466-29-1236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773221,072.2 ココネスクリニック 〒251-0055 （コン３）第51号          平成29年 9月 1日
     藤医1072 藤沢市南藤沢２２－３　藤沢ＯＰ
     Ａ３Ｆ
     0466-23-6660  (0466-23-6661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774221,073.0 くげぬま眼科クリニッ〒251-0037 （コン１）第706号         平成29年 8月 1日
     藤医1073 ク 藤沢市鵠沼海岸２－３－１３　Ｔ
     Ａ湘南鵠沼海岸ビル２Ｆ
     0466-52-6177  (0466-52-6178)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  411

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2775221,074.8 藤沢駅前こころのクリ〒251-0052
     藤医1074 ニック 藤沢市藤沢５５９　角若松ビル２
     Ｆ
     0466-52-5568  (0466-52-5582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776221,075.5 鵠沼海岸内科クリニッ〒251-0037 （ニコ）第1278号          平成29年 5月 1日
     藤医1075 ク 藤沢市鵠沼海岸２－３－１３　２
     Ｆ
     0466-35-1159  (0466-35-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777221,076.3 藤沢内科　Ｐｏｌｉｔ〒251-0052
     藤医1076 ｅ　Ｃｌｉｎｉｃ 藤沢市藤沢５３７
     0466-52-5045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778221,078.9 中山眼科医院 〒251-0025 （コン１）第692号         平成29年 5月 1日
     藤医1078 藤沢市鵠沼石上１－２－４
     0466-22-3137  (0466-22-3137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779221,079.7 藤沢内科消化器クリニ〒251-0025 （時間外２）第1349号      平成29年 5月 1日
     藤医1079 ック 藤沢市鵠沼石上１－２－４　２Ｆ （ニコ）第1286号          平成29年 5月 1日
     0466-23-8801  (0466-23-8897) （がん指）第1365号        平成29年 8月 1日
     （酸単）第40444号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780221,080.5 宮川医院 〒251-0028 一般         5（診入院）第710号         平成29年 5月 1日
     藤医1080 藤沢市本鵠沼２－９－２５ （ＨＰＶ）第440号         平成29年 5月 1日
     0466-22-5915  (0466-24-0096) （酸単）第40451号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781221,081.3 医療法人社団栄友会　〒251-0861 （時間外１）第588号       平成29年 7月 1日
     藤医1081 湘南ゆずクリニック 藤沢市大庭５２２０－２７ （支援診２）第414号       平成29年11月 1日
     0466-52-6813  (0466-52-6814) （在医総管）第2121号      平成29年 7月 1日
     （在総）第1505号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782221,083.9 湘南鵠沼脳神経クリニ〒251-0028 （神経）第275号           平成29年 9月 1日
     藤医1083 ック 藤沢市本鵠沼４－７－９　ウェル （Ｃ・Ｍ）第932号         平成29年 9月 1日
     ネス湘南第２ビル１Ｆ
     0466-35-1101  (0466-35-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783221,084.7 森川整形外科クリニッ〒251-0041
     藤医1084 ク 藤沢市辻堂神台２－２－１　アイ
     クロス湘南２Ｆ
     0466-33-0303  (0466-33-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784221,085.4 細田眼科クリニック 〒251-0055 （コン１）第718号         平成30年 2月 1日
     藤医1085 藤沢市南藤沢４－１６　マサキビ
     ル２Ｆ
     0466-41-9335  (0466-41-9335)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  412

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2785221,086.2 片瀬クリニック 〒251-0032 （支援診２）第420号       平成30年 1月 1日
     藤医1086 藤沢市片瀬５－１２－２３　１Ｆ （在医総管）第2143号      平成29年11月 1日
     0466-52-5703  (0466-52-5713) （在総）第1524号          平成29年11月 1日
     （酸単）第40589号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786221,087.0 湘南藤沢形成外科クリ〒251-0052
     藤医1087 ニックＲ 藤沢市藤沢５７１　荒井ビル１Ｆ
     0466-54-4374  (0466-54-4375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2787221,088.8 医療法人社団健育会　〒252-0816 一般        30（一般入院）第1817号      平成30年 1月 1日
     藤医1088 湘南慶育病院 藤沢市遠藤４３６０ 療養       200（療養入院）第475号       平成30年 3月 1日
     0466-48-0050  (0466-48-0010) （診療録２）第250号       平成29年12月 1日
     （療）第166号             平成29年11月 1日
     （療養１）第144号         平成30年 3月 1日
     （回３）第100号           平成30年 1月 1日
     （食）第713号             平成29年12月 1日
     （がん指）第1402号        平成30年 1月 1日
     （画１）第128号           平成30年 1月 1日
     （画２）第137号           平成30年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第942号         平成29年11月 1日
     （菌）第155号             平成30年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第199号           平成29年11月 1日
     （運Ⅰ）第311号           平成29年11月 1日
     （呼Ⅰ）第231号           平成30年 2月 1日
     （酸単）第40593号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788221,089.6 堂太平台クリニック〒251-0044 （ニコ）第1330号          平成29年12月 1日
     藤医1089 藤沢市 堂太平台１－３－２ （支援診３）第1421号      平成29年12月 1日
     0466-30-0670  (0466-30-0671) （在医総管）第2152号      平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789221,091.2 湘南なぎさ診療所 〒251-0052 （時間外１）第600号       平成29年12月 1日
     藤医1091 藤沢市藤沢９６６－３　毛利ビル （支援診２）第421号       平成29年12月 1日
     １Ｆ （在緩診実）第78号        平成29年12月 1日
     0466-29-9775  (0466-29-9774) （在医総管）第2158号      平成29年12月 1日
     （在総）第1535号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790221,092.0 サンパールはたの眼科〒251-0052
     藤医1092 緑内障クリニック 藤沢市藤沢５５５　サンパール藤
     沢ビル３Ｆ　３０２
     0466-50-0811  (0466-52-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791221,094.6 藤沢みなみ眼科 〒251-0055 （コン３）第55号          平成30年 1月 1日
     藤医1094 藤沢市南藤沢２－１－３　ダイヤ
     モンドビル３Ｆ
     0466-90-5340  (0466-90-5340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  413

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2792221,095.3 湘南藤沢心臓血管クリ〒252-0804 （時間外１）第603号       平成30年 2月 1日
     藤医1095 ニック 藤沢市湘南台１－９－１　エクシ （ニコ）第1337号          平成30年 2月 1日
     ード湘南台１Ｆ （支援診３）第1429号      平成30年 2月 1日
     0466-41-2810  (0466-41-2811) （在医総管）第2166号      平成30年 2月 1日
     （在総）第1540号          平成30年 2月 1日
     （ヘッド）第51号          平成30年 3月 1日
     （ペ）第209号             平成30年 2月 1日
     （酸単）第42012号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793221,096.1 医療法人社団道心会　〒251-0047 （ニコ）第1338号          平成30年 2月 1日
     藤医1096 辻堂内科診療所 藤沢市辻堂２－１２－１３ （酸単）第42013号         平成29年 4月 1日
     0466-52-5855  (0466-52-5855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794230,003.6 医療法人　小林病院 〒250-0011 一般       103（外来環）第357号         平成22年 4月 1日
     (236,003.0) 小田原市栄町１－１４－１８ 療養        56（一般入院）第1612号      平成30年 1月 1日
     小医3 0465-22-3161  (0465-23-1865) 介護         4（療養入院）第262号       平成28年12月 1日
     （診療録２）第238号       平成28年 9月 1日
     （総合評価）第17号        平成20年 4月 1日
     （後発使１）第73号        平成28年10月 1日
     （データ提）第161号       平成28年10月 1日
     （退支）第123号           平成24年 4月 1日
     （回２）第58号            平成26年 8月 1日
     （地包ケア１）第78号      平成29年10月 1日
     （食）第96号              昭和33年10月 1日
     （がん疼）第390号         平成29年 4月 1日
     （がん指）第1288号        平成28年 9月 1日
     （薬）第357号             平成26年 9月 1日
     （機安１）第37号          平成20年 4月 1日
     （医管）第276号           平成18年 4月 1日
     （歯地連）第247号         平成18年 4月 1日
     （検Ⅰ）第21号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第591号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第103号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第121号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第91号            平成27年12月 1日
     （集コ）第18号            平成20年 4月 1日
     （透析水１）第148号       平成22年 4月 1日
     （肢梢）第122号           平成28年 9月 1日
     （歯ＣＡＤ）第494号       平成26年 5月 1日
     （脊刺）第65号            平成29年 4月 1日
     （ペ）第33号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第116号         平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第105号         平成14年 7月 1日
     （補管）第1566号          平成 8年 4月 1日
     （１７５）第834号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39235号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  414

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2795230,005.1 小田原市国民健康保険〒250-0024 （１７５）第810号         平成14年 4月 1日
     小医5 片浦診療所 小田原市根府川７７－１
     0465-29-0012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796230,011.9 医療法人　同愛会　小〒250-0012 一般       202（病初診）第52号          平成23年 5月 1日
     (236,011.3) 澤病院 小田原市本町１－１－１７ （外来環）第450号         平成24年12月 1日
     小医11 0465-24-3121  （一般入院）第1365号      平成28年10月 1日
     （診療録２）第129号       平成18年 4月 1日
     （急性看補）第171号       平成30年 3月 1日
     （重）第177号             平成18年10月 1日
     （無菌２）第20号          平成24年 4月 1日
     （感染防止２）第72号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第116号         平成24年 4月 1日
     （後発使１）第92号        平成29年 8月 1日
     （データ提）第125号       平成27年 1月 1日
     （認ケア）第104号         平成29年 2月 1日
     （食）第269号             昭和49年 7月 1日
     （がん指）第771号         平成24年 5月 1日
     （薬）第24号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第38号          平成20年 4月 1日
     （医管）第277号           平成18年 4月 1日
     （在後病）第6号           平成26年 4月 1日
     （在訪褥）第7号           平成26年10月 1日
     （ＨＰＶ）第100号         平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第22号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第34号            平成20年 4月 1日
     （コン１）第407号         平成28年 4月 1日
     （遠画）第33号            平成22年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第643号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第18号        平成22年 4月 1日
     （菌）第38号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第199号           平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第54号            平成29年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第122号           平成29年 6月 1日
     （歯リハ２）第53号        平成26年 4月 1日
     （透析水２）第55号        平成24年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第1420号      平成27年 1月 1日
     （ペ）第34号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第66号          平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第134号         平成17年 7月 1日
     （補管）第5386号          平成17年11月 1日
     （酸単）第39236号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  415

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2797230,014.3 医療法人社団　温知会〒250-0012 一般        90（一般入院）第1599号      平成29年10月 1日
     小医14 　間中病院 小田原市本町４－１－２６ （診療録２）第132号       平成18年 5月 1日
     0465-23-3111  （事補１）第6号           平成26年 4月 1日
     （急性看補）第152号       平成28年 8月 1日
     （療）第72号              平成16年 3月 1日
     （医療安全２）第283号     平成29年10月 1日
     （感染防止２）第125号     平成26年 7月 1日
     （データ提）第167号       平成29年 1月 1日
     （退支）第197号           平成27年 5月 1日
     （回２）第76号            平成30年 2月 1日
     （地包ケア１）第74号      平成29年 9月 1日
     （食）第95号              昭和33年10月 1日
     （がん疼）第205号         平成24年 9月 1日
     （がん指）第441号         平成24年 5月 1日
     （地連計）第35号          平成28年 9月 1日
     （支援病２）第40号        平成30年 2月 1日
     （在医総管）第2090号      平成29年 4月 1日
     （在総）第1471号          平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第592号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第192号           平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第279号           平成29年 4月 1日
     （脊刺）第64号            平成28年 9月 1日
     （胃瘻造）第43号          平成26年 4月 1日
     （造設前）第73号          平成25年 9月 1日
     （酸単）第39237号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798230,078.8 公益財団法人積善会　〒250-0203 精神       387（診療録２）第186号       平成24年 7月 1日
     (236,078.2) 曽我病院 小田原市曽我岸１４８ （看配）第1269号          平成25年 5月 1日
     小医78 0465-42-1630  （看補）第1534号          平成25年 5月 1日
     （精応）第7号             平成25年 5月 1日
     （精合併加算）第9号       平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第32号      平成24年 4月 1日
     （精救１）第7号           平成27年 8月 1日
     （精療）第3号             平成28年12月 1日
     （認治１）第8号           平成28年12月 1日
     （移機強）第1号           平成28年12月 1日
     （食）第92号              昭和33年10月 1日
     （薬）第48号              平成 6年 5月 1日
     （歯訪診）第1884号        平成28年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第917号         平成29年 5月 1日
     （精）第2号               昭和49年 2月 1日
     （ショ大）第6号           平成18年 4月 1日
     （デ大）第1号             昭和56年 3月 1日
     （医療保護）第11号        平成16年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2457号      平成28年 4月 1日
     （補管）第4007号          平成11年 5月 1日
     （酸単）第39238号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  416

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2799230,081.2 小田原市立病院 〒250-8558 一般       417（一般入院）第1588号      平成28年 8月 1日
     小医81 小田原市久野４６ （超急性期）第51号        平成20年11月 1日
     0465-34-3175  （診療録２）第84号        平成16年 4月 1日
     （事補１）第20号          平成26年 4月 1日
     （急性看補）第59号        平成28年 8月 1日
     （看夜配）第20号          平成28年 8月 1日
     （重）第97号              平成11年 8月 1日
     （緩診）第11号            平成22年 4月 1日
     （栄養チ）第73号          平成26年 9月 1日
     （医療安全１）第73号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第48号      平成27年 3月 1日
     （患サポ）第222号         平成29年 9月 1日
     （褥瘡ケア）第64号        平成29年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第24号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第8号         平成21年 4月 1日
     （総合評価）第114号       平成26年 8月 1日
     （呼吸チ）第19号          平成22年 9月 1日
     （データ提）第73号        平成24年10月 1日
     （退支）第35号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第144号         平成29年10月 1日
     （救１）第13号            平成24年 4月 1日
     （集３）第92号            平成28年 8月 1日
     （ハイケア１）第13号      平成26年 9月 1日
     （新２）第12号            平成26年10月 1日
     （小入２）第10号          平成22年 9月 1日
     （食）第91号              昭和33年10月 1日
     （高）第70号              平成 8年10月 1日
     （糖管）第127号           平成22年10月 1日
     （がん疼）第81号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第65号        平成26年 4月 1日
     （がん指２）第37号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第33号        平成27年12月 1日
     （外緩）第12号            平成24年 4月 1日
     （糖防管）第43号          平成24年 4月 1日
     （小夜２）第5号           平成22年 4月 1日
     （トリ）第43号            平成24年 4月 1日
     （開）第40号              平成17年12月 1日
     （がん計）第10号          平成23年 3月 1日
     （肝炎）第79号            平成22年 4月 1日
     （薬）第18号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第39号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第18号          平成20年 4月 1日
     （在看）第13号            平成24年 4月 1日
     （持血測）第8号           平成22年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第221号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第28号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第54号            平成28年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  417

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （血内）第23号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第47号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第49号          平成29年 6月 1日
     （補聴）第2号             平成12年 4月 1日
     （小検）第4号             平成18年 4月 1日
     （誘発）第27号            平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第23号          平成25年11月 1日
     （画２）第6号             平成20年 4月 1日
     （ポ断コ複）第24号        平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第644号         平成29年 9月 1日
     （冠動Ｃ）第28号          平成20年 9月 1日
     （外傷Ｃ）第6号           平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第11号          平成25年11月 1日
     （抗悪処方）第47号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第43号          平成25年11月 1日
     （菌）第28号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第54号            平成26年11月 1日
     （脳Ⅰ）第94号            平成25年10月 1日
     （運Ⅰ）第131号           平成25年10月 1日
     （呼Ⅰ）第31号            平成25年10月 1日
     （がんリハ）第33号        平成26年 5月 1日
     （集コ）第62号            平成22年 4月 1日
     （認２）第29号            平成25年 4月 1日
     （透析水１）第206号       平成23年 4月 1日
     （黒セ）第7号             平成22年 4月 1日
     （脊刺）第59号            平成26年 7月 1日
     （乳セ１）第35号          平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第35号          平成22年 4月 1日
     （経特）第50号            平成26年12月 1日
     （経中）第18号            平成16年10月 1日
     （ペ）第35号              平成10年 4月 1日
     （除）第17号              平成16年 8月 1日
     （両除）第34号            平成24年 8月 1日
     （大）第14号              平成10年 4月 1日
     （胆）第15号              平成10年 7月 1日
     （腹肝）第38号            平成28年 7月 1日
     （腹膵切）第33号          平成28年 7月 1日
     （早大腸）第69号          平成28年 4月 1日
     （腎）第7号               平成元年10月 1日
     （腹仙骨固）第14号        平成30年 2月 1日
     （腹子）第19号            平成29年 3月 1日
     （胃瘻造）第170号         平成28年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第113号         平成25年 5月 1日
     （造設前）第64号          平成25年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第113号       平成29年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第235号         平成29年 2月 1日
     （放専）第26号            平成14年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  418

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （外放）第9号             平成20年 4月 1日
     （高放）第99号            平成18年 4月 1日
     （病理診１）第42号        平成25年 5月 1日
     （酸単）第39239号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800230,101.8 岡本医院 〒250-0011 （１７５）第813号         平成14年 4月 1日
     小医101 小田原市栄町４－１０－２１
     0465-22-7027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801230,107.5 医療法人清輝会　国府〒256-0811 精神       260（看配）第1235号          平成21年 6月 1日
     小医107 津病院 小田原市田島１２５ （看補）第1471号          平成21年 6月 1日
     0465-47-2225  (0465-48-8125) （精急１）第8号           平成24年 4月 1日
     （精療）第26号            平成26年 4月 1日
     （認治１）第18号          平成19年12月 1日
     （食）第164号             昭和37年 4月 1日
     （精）第43号              平成12年12月 1日
     （ショ大）第28号          平成19年 6月 1日
     （デ大）第61号            平成19年 6月 1日
     （デナ）第24号            平成19年 6月 1日
     （医療保護）第12号        平成16年 4月 1日
     （酸単）第39240号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  419

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2802230,112.5 医療法人尽誠会　山近〒256-0815 一般       152（一般入院）第1698号      平成28年10月 1日
     小医112 記念総合病院 小田原市小八幡３－１９－１４ （診療録１）第18号        平成26年 4月 1日
     0465-47-7151  (0465-47-8178) （急性看補）第69号        平成26年 6月 1日
     （重）第184号             平成28年11月 1日
     （医療安全１）第15号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第120号     平成26年 4月 1日
     （データ提）第56号        平成24年10月 1日
     （食）第175号             昭和37年12月 1日
     （がん疼）第187号         平成24年 4月 1日
     （開）第35号              平成15年 8月 1日
     （がん指）第343号         平成23年11月 1日
     （薬）第154号             平成 8年12月 1日
     （機安１）第40号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第35号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第593号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第116号         平成21年 5月 1日
     （菌）第123号             平成22年 9月 1日
     （脳Ⅱ）第312号           平成28年 9月 1日
     （運Ⅲ）第166号           平成28年 9月 1日
     （がんリハ）第59号        平成27年 8月 1日
     （組再乳）第8号           平成26年 8月 1日
     （乳セ２）第27号          平成22年 4月 1日
     （乳腫）第21号            平成28年 5月 1日
     （ゲル乳再）第8号         平成26年 8月 1日
     （ペ）第36号              平成10年 4月 1日
     （大）第68号              平成13年11月 1日
     （胆）第10号              平成 4年 4月 1日
     （膵石破）第17号          平成27年 3月 1日
     （腎）第21号              平成 4年 4月 1日
     （胃瘻造）第62号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第73号          平成23年 4月 1日
     （輸適）第44号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第85号          平成27年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第204号         平成25年 7月 1日
     （酸単）第39241号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803230,131.5 米山クリニック 〒250-0851
     小医131 小田原市曽比２３５０
     0465-36-0430  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804230,132.3 仁天堂医院 〒250-0004 （酸単）第39242号         平成29年 4月 1日
     小医132 小田原市浜町１－４－１５
     0465-22-5188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  420

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2805230,139.8 医療法人財団報徳会　〒250-0001 一般        45（一般入院）第1369号      平成28年10月 1日
     小医139 西湘病院 小田原市扇町１－１６－３５ 療養        57（療養入院）第387号       平成28年10月 1日
     0465-35-5773  （急性看補）第176号       平成28年 8月 1日
     （看夜配）第66号          平成28年 8月 1日
     （療養改１）第5号         平成24年 4月 1日
     （患サポ）第187号         平成25年 8月 1日
     （食）第312号             昭和55年11月 1日
     （薬）第348号             平成25年11月 1日
     （機安１）第164号         平成25年 8月 1日
     （検Ⅰ）第99号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第116号           平成23年 7月 1日
     （神経）第188号           平成23年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第645号         平成28年 1月 1日
     （脳Ⅱ）第386号           平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第175号           平成24年 4月 1日
     （透析水１）第239号       平成25年 8月 1日
     （胃瘻造）第97号          平成26年 7月 1日
     （胃瘻造嚥）第67号        平成26年 7月 1日
     （酸単）第39243号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806230,153.9 西川内科医院 〒250-0874
     小医153 小田原市鴨宮１５２
     0465-47-2008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807230,160.4 医療法人　三暉会　永〒250-0874 一般        45（一般入院）第1683号      平成24年 4月 1日
     小医160 井病院 小田原市鴨宮２１９－５ （食）第376号             昭和59年 3月 1日
     0465-45-1131  （ＨＰＶ）第192号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第39244号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808230,177.8 西湘診療所 〒250-0021 （酸単）第39246号         平成29年 4月 1日
     小医177 小田原市早川８５３
     0465-24-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809230,185.1 馬場医院 〒250-0875
     小医185 小田原市南鴨宮２－４６－１１
     0465-48-5588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  421

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2810230,186.9 医療法人社団　帰陽会〒250-0042 一般        51（一般入院）第1720号      平成24年 8月 1日
     小医186 　丹羽病院 小田原市荻窪４０６ （事補１）第59号          平成28年 4月 1日
     0465-34-3444  (0465-34-3758) （看補）第1469号          平成21年 5月 1日
     （退支）第201号           平成27年10月 1日
     （食）第255号             昭和53年 2月 1日
     （がん疼）第189号         平成24年 4月 1日
     （がん指１）第81号        平成27年 6月 1日
     （がん指２）第65号        平成27年 6月 1日
     （支援病２）第16号        平成26年10月 1日
     （在医総管）第807号       平成18年 7月 1日
     （検Ⅰ）第85号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第751号         平成25年 5月 1日
     （外化１）第151号         平成27年 9月 1日
     （早大腸）第40号          平成25年 6月 1日
     （胃瘻造）第93号          平成26年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第64号        平成26年 6月 1日
     （酸単）第39247号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811230,189.3 医療法人邦友会　小田〒250-0045 （透析水２）第143号       平成25年 3月 1日
     小医189 原新幹線クリニック 小田原市城山１－４－１ （酸単）第39248号         平成29年 4月 1日
     0465-34-2860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812230,193.5 一般財団法人長寿会　〒250-0031 （１７５）第822号         平成14年 4月 1日
     小医193 長寿園診療所 小田原市入生田４７５ （酸単）第39249号         平成29年 4月 1日
     0465-24-0002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813230,200.8 窪倉神経更生院 〒250-0055 精神        18（時間外２）第335号       平成22年 4月 1日
     小医200 小田原市久野２３７ （１７５）第823号         平成14年 4月 1日
     0465-34-3980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  422

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2814230,201.6 医療法人邦友会　小田〒250-0873 一般        97（一般入院）第1624号      平成28年10月 1日
     小医201 原循環器病院 小田原市矢作２９６－１ （診療録２）第57号        平成14年 4月 1日
     0465-48-7211  （事補１）第21号          平成26年 4月 1日
     （急性看補）第64号        平成26年 8月 1日
     （重）第74号              平成25年11月 1日
     （感染防止２）第164号     平成29年 5月 1日
     （呼吸チ）第35号          平成29年 5月 1日
     （データ提）第129号       平成27年 4月 1日
     （認ケア）第67号          平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第12号      平成26年 8月 1日
     （食）第493号             平成 4年12月 1日
     （糖管）第122号           平成22年10月 1日
     （ニコ）第1085号          平成29年 7月 1日
     （薬）第122号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第140号         平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第30号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第36号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第666号         平成24年 4月 1日
     （心Ⅰ）第3号             平成18年 4月 1日
     （透析水２）第141号       平成25年 2月 1日
     （経特）第19号            平成16年10月 1日
     （ペ）第37号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第14号            平成17年 1月 1日
     （除）第19号              平成16年12月 1日
     （両除）第26号            平成22年 5月 1日
     （大）第15号              平成10年 4月 1日
     （酸単）第39250号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815230,204.0 石井医院 〒250-0055 （在医総管）第694号       平成18年 4月 1日
     小医204 小田原市久野１１１０－１
     0465-35-5855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816230,214.9 クリニック山田 〒250-0875
     小医214 小田原市南鴨宮３－１２－４小島
     ビル２Ｆ
     0465-47-7133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817230,216.4 医療法人社団　唐木整〒250-0874 （運Ⅱ）第375号           平成19年 5月 1日
     小医216 形外科 小田原市鴨宮１６２
     0465-48-6516  (0465-48-9966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818230,219.8 医療法人社団陽美会　〒250-0003 （時間外１）第179号       平成24年 4月 1日
     小医219 あおばクリニック 小田原市東町２－６－２３ （在医総管）第1811号      平成26年 9月 1日
     0465-35-1103  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  423

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2819230,221.4 小田原市休日夜間急患〒256-0816 （小夜１）第16号          平成16年 4月 1日
     小医221 診療所 小田原市酒匂２－３２－１６ （１７５）第824号         平成14年 4月 1日
     0465-47-0823  (0465-45-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820230,222.2 耳鼻咽喉科濱田医院 〒250-0012 （１７５）第825号         平成14年 4月 1日
     小医222 小田原市本町１－４－１０
     0465-24-3387  (0465-21-3553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821230,223.0 桑田医院 〒250-0013 一般         4（ＨＰＶ）第277号         平成22年 9月 1日
     小医223 小田原市南町３－１－３５ （外後発使）第140号       平成28年 4月 1日
     0465-23-3423  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822230,224.8 医療法人　武井内科医〒256-0812 （地包加）第228号         平成29年 4月 1日
     小医224 院 小田原市国府津４－３－１９ （支援診３）第271号       平成29年 4月 1日
     0465-47-7113  （在診実１）第96号        平成26年 5月 1日
     （がん指）第1286号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第891号       平成18年 4月 1日
     （在総）第570号           平成18年 4月 1日
     （神経）第165号           平成22年 4月 1日
     （１７５）第826号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823230,232.1 医療法人社団愛和会　〒250-0004 一般         2（時間外２）第716号       平成22年 4月 1日
     小医232 かみやまアレルギー科小田原市浜町３－１１－５ （ニコ）第653号           平成29年 6月 1日
     小児科クリニック 0465-24-0188  (0465-23-1258) （在医総管）第1924号      平成27年10月 1日
     （酸単）第39251号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824230,234.7 医療法人社団　村田医〒250-0852 （酸単）第39252号         平成29年 4月 1日
     小医234 院 小田原市栢山４７３
     0465-36-0433  (0465-36-3808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825230,235.4 鈴木内科医院 〒250-0854 （時間外１）第147号       平成24年 4月 1日
     小医235 小田原市飯田岡１２３－１４ （糖管）第29号            平成20年 4月 1日
     0465-36-2812  (0465-36-2812) （透析水２）第47号        平成24年 4月 1日
     （肢梢）第17号            平成28年 4月 1日
     （１７５）第829号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826230,236.2 医療法人社団　栢山診〒250-0851 （時間外２）第281号       平成22年 4月 1日
     小医236 療所 小田原市曽比２６５３－２
     0465-36-1096  (0465-36-5765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827230,238.8 医療法人社団　浜町小〒250-0004 （時間外２）第336号       平成22年 4月 1日
     小医238 児科医院 小田原市浜町１－１４－３ （小か診）第43号          平成28年 4月 1日
     0465-22-2238  (0465-23-3495) （支援診３）第617号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第1284号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第1044号      平成20年 3月 1日
     （在総）第814号           平成20年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  424

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2828230,240.4 森本内科医院 〒250-0042 （１７５）第831号         平成14年 4月 1日
     小医240 小田原市荻窪４７２
     0465-35-3703  (0465-35-3703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829230,241.2 螢田診療所 〒250-0865 （時間外１）第180号       平成24年 4月 1日
     小医241 小田原市蓮正寺３１０ （地包加）第150号         平成29年 5月 1日
     0465-36-3230  (3465-37-8361) （喘管）第56号            平成20年 4月 1日
     （ニコ）第175号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第485号       平成29年 3月 1日
     （在診実１）第207号       平成29年 8月 1日
     （がん指）第169号         平成23年 2月 1日
     （在医総管）第481号       平成18年 4月 1日
     （在総）第827号           平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第699号         平成24年 6月 1日
     （酸単）第39253号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830230,243.8 古藤内科小児科クリニ〒256-0816
     小医243 ック 小田原市酒匂５－１６－３
     0465-48-1292  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831230,244.6 戸沢皮膚科医院 〒250-0004
     小医244 小田原市浜町１－１０－２９
     0465-22-4876  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832230,247.9 菊地医院 〒250-0004
     小医247 小田原市浜町２－１－１３
     0465-22-2579  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833230,248.7 医療法人社団　伊藤医〒256-0812 （時間外２）第1001号      平成24年 4月 1日
     小医248 院 小田原市国府津３－１０－４
     0465-48-6418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834230,250.3 窪倉医院 〒250-0001 （時間外１）第181号       平成24年 4月 1日
     小医250 小田原市扇町１－１２－１８ （地包加）第234号         平成27年 4月 1日
     0465-34-6335  （１７５）第833号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835230,251.1 平原眼科クリニック 〒250-0875 （コン１）第366号         平成28年10月 1日
     小医251 小田原市南鴨宮３－４４－３
     0465-47-9330  (0465-49-6339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836230,252.9 医療法人　社団　山口〒256-0816 （地包加）第208号         平成26年 4月 1日
     小医252 医院 小田原市酒匂１４０２－１ （支援診３）第631号       平成28年 4月 1日
     0465-47-5330  (0465-47-1616) （在医総管）第1069号      平成20年 4月 1日
     （在総）第828号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  425

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2837230,253.7 医療法人社団　福井内〒250-0872 （ニコ）第1285号          平成29年 6月 1日
     小医253 科消化器科クリニック小田原市中里３９２－１ （がん指）第443号         平成24年 5月 1日
     0465-41-2227  (0465-41-2228) （在医総管）第2120号      平成29年 7月 1日
     （酸単）第39254号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838230,258.6 近藤整形外科クリニッ〒250-0055
     小医258 ク 小田原市久野７６６－４
     0465-35-7055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839230,260.2 中村内科クリニック 〒250-0855 （酸単）第39255号         平成29年 4月 1日
     小医260 小田原市清水新田２７３－１
     0465-35-0880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840230,265.1 医療法人社団　山屋整〒250-0863
     小医265 形外科医院 小田原市飯泉８０４の２１
     0465-48-4565  (0465-47-0661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841230,267.7 佐伯眼科クリニック 〒250-0042 一般        19（時間外２）第125号       平成22年 4月 1日
     小医267 小田原市荻窪１７７２ （診入院）第607号         平成24年 4月 1日
     0465-32-1717  （コン１）第455号         平成29年 1月 1日
     （酸単）第39256号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842230,268.5 医療法人社団　雨宮内〒250-0011 （時間外２）第908号       平成24年 4月 1日
     小医268 科医院 小田原市栄町３－１５－２０
     0465-23-7788  (0465-22-7010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843230,269.3 根岸皮膚科 〒250-0011 （外後発使）第85号        平成28年 6月 1日
     小医269 小田原市栄町２－１３－２８
     0465-23-6336  (0465-23-6555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844230,270.1 鈴木整形外科医院 〒250-0045
     小医270 小田原市城山４－２３－１０
     0465-22-8645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845230,271.9 医療法人社団　富田医〒250-0205 （地包加）第224号         平成29年 5月 1日
     小医271 院 小田原市曽我別所７７７－６ （がん疼）第247号         平成25年 8月 1日
     0465-42-0822  (0465-41-1689) （ニコ）第334号           平成29年 6月 1日
     （支援診２）第109号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第445号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1191号      平成21年 4月 1日
     （在総）第904号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846230,274.3 高津クリニック 〒250-0045
     小医274 小田原市城山３－２２－９西口青
     橋ビル　２Ｆ
     0465-24-4300  (0465-24-4301)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  426

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2847230,278.4 安藤眼科医院小田原ク〒250-0862 一般         6（診入院）第502号         平成24年 4月 1日
     小医278 リニック 小田原市成田字諏訪脇１６８－５ （短手１）第14号          平成16年 9月 1日
     0465-38-0344  (0465-38-2800) （コン１）第333号         平成28年 4月 1日
     （角膜切）第2号           平成22年 4月 1日
     （先１４０）第1号         平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848230,280.0 医療法人社団　横田小〒250-0051 （小検）第108号           平成29年 2月 1日
     小医280 児科医院 小田原市北ノ窪５１５－３
     0465-34-0666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849230,281.8 医療法人社団　かもの〒250-0875 （高）第135号             平成15年 8月 1日
     小医281 みや耳鼻咽喉科 小田原市南鴨宮３－３３－１６
     0465-48-4133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850230,283.4 古橋産婦人科 〒250-0013 一般         9（時間外２）第438号       平成22年 4月 1日
     小医283 小田原市南町２－１－４３ （診入院）第613号         平成22年 4月 1日
     0465-22-2716  （ハイ妊娠）第91号        平成22年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第211号         平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2851230,285.9 かただ整形外科 〒250-0208
     小医285 小田原市下大井字京田５７４－１
     0465-36-7590  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852230,287.5 市川クリニック 〒250-0011
     小医287 小田原市栄町２－７－３７ＫＴプ
     ラザ３階
     0465-21-1721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853230,289.1 安間医院 〒250-0011
     小医289 小田原市栄町２－７－１８
     0465-23-3567  (0465-22-4505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854230,291.7 川邊小児科内科医院 〒256-0816 （ニコ）第324号           平成29年 7月 1日
     小医291 小田原市酒匂５－１３－３８ （がん指）第1163号        平成26年10月 1日
     0465-47-2351  (0465-47-0708) （酸単）第39257号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855230,292.5 渡辺医院 〒250-0866 （時間外２）第1003号      平成24年 4月 1日
     小医292 小田原市中曽根７８
     0465-38-2270  (0465-38-2270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856230,293.3 上嶋内科循環器クリニ〒250-0011 （時間外２）第202号       平成22年 4月 1日
     小医293 ック 小田原市栄町１－１４－９ （在医総管）第606号       平成18年 4月 1日
     0465-24-5611  (0465-24-5612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857230,295.8 おかべ形成・整形外科〒250-0021 （時間外１）第182号       平成24年 4月 1日
     小医295 クリニック 小田原市早川３－１－８
     0465-23-1703  (0465-23-4703)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  427

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2858230,296.6 井上医院 〒250-0863 （在医総管）第767号       平成18年 6月 1日
     小医296 小田原市飯泉１８－３
     0465-45-5557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859230,297.4 医療法人　山田クリニ〒250-0034 （支援診３）第1373号      平成29年 6月 1日
     小医297 ック 小田原市板橋９５ （在医総管）第830号       平成18年 8月 1日
     0465-23-5522  (0465-23-5526) （在総）第1482号          平成29年 6月 1日
     （酸単）第39258号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860230,298.2 吉田整形外科医院 〒250-0001 （運Ⅱ）第172号           平成18年 4月 1日
     小医298 小田原市扇町４－７－１５ （酸単）第39259号         平成29年 4月 1日
     0465-35-8780  (0465-35-8516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861230,300.6 医療法人　高見澤クリ〒250-0001 （ニコ）第640号           平成29年 7月 1日
     小医300 ニック 小田原市扇町４－７－１５ （酸単）第39260号         平成29年 4月 1日
     0465-35-8786  (0465-35-8516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862230,301.4 医療生協かながわ生活〒250-0853 （ニコ）第231号           平成29年 7月 1日
     小医301 協同組合　おだわら診小田原市堀之内２５３－１ （在医総管）第485号       平成18年 4月 1日
     療所 0465-39-1193  (0465-39-1194) （酸単）第39261号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863230,306.3 さかわ内科クリニック〒256-0817
     小医306 小田原市西酒匂２－８－４３
     0465-46-1131  (0465-46-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864230,308.9 吉邑クリニック 〒250-0854 （がん指）第1297号        平成28年 9月 1日
     小医308 小田原市飯田岡２８８
     0465-38-2280  (0465-38-2290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865230,311.3 小杉産婦人科内科小児〒250-0051 （ＨＰＶ）第164号         平成22年 4月 1日
     小医311 科クリニック 小田原市北ノ窪４３９－１
     0465-35-2521  (0465-35-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866230,312.1 ひまわりメンタルクリ〒256-0816
     小医312 ニック 小田原市酒匂１４１４－１４－１
     ０１
     0465-46-2181  (0465-49-8333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867230,313.9 医療法人社団　山本眼〒250-0012 （コン１）第296号         平成29年 4月 1日
     小医313 科医院 小田原市本町２－３－２２
     0465-22-7522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868230,317.0 太陽の門 〒250-0032 一般        52（特疾２）第9号           平成20年10月 1日
     小医317 小田原市風祭５６３ （食）第573号             平成14年 5月 1日
     0465-24-6561  (0465-21-6506) （障）第41号              平成20年 4月 1日
     （酸単）第39262号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  428

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2869230,318.8 木内医院 〒250-0853 （時間外１）第415号       平成26年 4月 1日
     小医318 小田原市堀之内１６ （支援診２）第110号       平成29年 4月 1日
     0465-36-2592  (0465-36-8417) （がん指）第1293号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第1070号      平成20年 4月 1日
     （在総）第829号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870230,319.6 遠藤クリニック 〒250-0212 （酸単）第39263号         平成29年 4月 1日
     小医319 小田原市西大友５０３
     0465-36-5550  (0465-38-2832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871230,320.4 山口耳鼻咽喉科医院 〒250-0004 （高）第185号             平成20年 4月 1日
     小医320 小田原市浜町３－１２－１
     0465-22-2631  (0465-23-6495)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872230,328.7 医療法人社団　渡 内〒250-0011 （ニコ）第1303号          平成29年 8月 1日
     小医328 科クリニック 小田原市栄町１－２－８　八百源 （がん指）第1282号        平成28年 9月 1日
     ビル１Ｆ （酸単）第39264号         平成29年 4月 1日
     0465-22-6677  (0465-22-6678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873230,329.5 久保クリニック 〒250-0872 （がん指）第1290号        平成28年 9月 1日
     小医329 小田原市中里２８１－３
     0465-48-8900  (0465-48-8906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874230,332.9 日下部皮膚科医院 〒250-0034
     小医332 小田原市板橋９１
     0465-24-0201  (0465-24-0201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875230,333.7 清水内科クリニック 〒250-0002 （ニコ）第336号           平成29年 7月 1日
     小医333 小田原市寿町２－７－６ （酸単）第39265号         平成29年 4月 1日
     0465-35-3500  (0465-35-7711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876230,334.5 松山レディースクリニ〒250-0045
     小医334 ック 小田原市城山３－２２－９西口青
     橋ビル　３Ｆ
     0465-23-3232  (0465-23-3232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877230,335.2 山近記念クリニック 〒256-0815 （がん疼）第202号         平成24年 8月 1日
     小医335 小田原市小八幡３－１９－８ （ニコ）第1195号          平成29年 7月 1日
     0465-47-2131  (0465-47-5866) （がん指）第355号         平成23年12月 1日
     （検Ⅰ）第166号           平成20年 4月 1日
     （コン１）第300号         平成29年 4月 1日
     （外化１）第42号          平成20年 4月 1日
     （酸単）第39266号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878230,336.0 桜みちクリニック 〒250-0873 （ニコ）第141号           平成29年 6月 1日
     小医336 小田原市矢作５－１ （在医総管）第1308号      平成22年 4月 1日
     0465-46-0885  (0465-46-0886) （酸単）第39267号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  429

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2879230,337.8 吉井整形外科 〒250-0011 （運Ⅱ）第173号           平成18年 4月 1日
     小医337 小田原市栄町２－１５－１６
     0465-24-5151  (0465-24-5152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880230,339.4 ときわ内科クリニック〒256-0803
     小医339 小田原市中村原７０８－７
     0465-44-1888  (0465-44-1878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881230,340.2 渡辺消化器科クリニッ〒250-0853 （がん指）第1304号        平成28年10月 1日
     小医340 ク 小田原市堀之内２１８－１ （Ｃ・Ｍ）第772号         平成25年 9月 1日
     0465-37-8833  (0465-37-0588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882230,342.8 勝田医院 〒250-0011
     小医342 小田原市栄町１－１１－５
     0465-22-1515  (0465-22-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883230,347.7 もてぎクリニック 〒250-0865 （Ｃ・Ｍ）第587号         平成24年 4月 1日
     小医347 小田原市蓮正寺２７５－３
     0465-39-2777  (0465-39-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884230,348.5 いがらし胃腸科内科ク〒250-0872 （時間外２）第229号       平成22年 4月 1日
     小医348 リニック 小田原市中里７７－１ （がん指）第1291号        平成28年 9月 1日
     0465-41-1555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885230,349.3 加藤小児科医院 〒250-0853
     小医349 小田原市堀之内２１８－３
     0465-39-3301  (0465-39-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886230,350.1 杏林堂クリニック 〒256-0816 （糖管）第72号            平成20年 8月 1日
     小医350 小田原市酒匂３－９－１２ （支援診１）第48号        平成29年 8月 1日
     0465-47-3101  (0465-47-0568) （支援診３）第1185号      平成28年 4月 1日
     （がん指）第1289号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第963号       平成19年 5月 1日
     （在総）第766号           平成19年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第739号         平成25年 1月 1日
     （脳Ⅲ）第35号            平成28年 4月 1日
     （運Ⅱ）第255号           平成28年 4月 1日
     （酸単）第39268号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2887230,351.9 医療法人社団　安寧会〒250-0854 （外後発使）第86号        平成28年 4月 1日
     小医351 　川上医院 小田原市飯田岡３７１－１
     0465-37-1527  (0465-37-1299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  430

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2888230,354.3 マナクリニック 〒250-0214 （ニコ）第75号            平成29年 6月 1日
     小医354 小田原市永塚５ （支援診３）第364号       平成29年 4月 1日
     0465-41-3001  (0465-41-3707) （在診実１）第88号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第444号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第601号       平成19年 5月 1日
     （在総）第637号           平成19年 5月 1日
     （歩行）第59号            平成24年 7月 1日
     （神経）第51号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第689号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第39269号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889230,355.0 髙井内科クリニック 〒250-0011 （ニコ）第696号           平成29年 7月 1日
     小医355 小田原市栄町２－１２－４５山崎 （在医総管）第600号       平成19年 6月 1日
     ビル
     0465-21-6313  (0465-21-6315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890230,358.4 岡宮産婦人科医院 〒250-0011 一般         4（ニコ）第704号           平成29年 7月 1日
     小医358 小田原市栄町３－１０－１９ （ＨＰＶ）第173号         平成22年 4月 1日
     0465-22-4481  (0465-22-2190) （１７５）第827号         平成19年11月 1日
     （酸単）第39270号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891230,360.0 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒250-0004 一般        12（高）第11号              平成20年 4月 1日
     小医360 小田原市浜町２－１－３５
     0465-22-4815  (0465-23-5168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892230,361.8 ゆげ耳鼻咽喉科 〒250-0872 （酸単）第39271号         平成29年 4月 1日
     小医361 小田原市中里７２－１
     0465-27-3325  (0465-27-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893230,362.6 漢和クリニック 〒250-0001 （時間外１）第470号       平成27年 2月 2日
     小医362 小田原市扇町３－２６－２８ （地包加）第256号         平成27年 4月 1日
     0465-20-6911  (0465-20-6470) （支援診３）第1193号      平成29年 4月 1日
     （在診実１）第131号       平成27年 2月 2日
     （がん指）第1294号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第1865号      平成27年 2月 2日
     （在総）第1348号          平成27年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894230,364.2 小田原駅ビルアイクリ〒250-0011 （コン３）第28号          平成29年 4月 1日
     小医364 ニック 小田原市栄町１－１－９小田原ラ
     スカ５Ｆ
     0465-24-7706  (0465-24-7706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895230,367.5 甫守内科医院 〒256-0812
     小医367 小田原市国府津２７４６
     0465-47-7760  (0465-47-7107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  431

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2896230,369.1 渡辺整形外科 〒250-0004
     小医369 小田原市浜町１－６－４
     0465-21-5666  (0465-21-5777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897230,371.7 大林医院 〒250-0011 （時間外２）第571号       平成22年 4月 1日
     小医371 小田原市栄町１－１７－７
     0465-22-2270  (0465-24-3475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898230,372.5 たかくら眼科 〒250-0872 （コン１）第583号         平成29年 3月 1日
     小医372 小田原市中里２９６－１ダイナシ （外後発使）第87号        平成28年 4月 1日
     ティイースト２Ｆ
     0465-49-8817  (0465-49-8817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899230,373.3 竹田整形外科クリニッ〒250-0045 （外化２）第45号          平成21年 5月 1日
     小医373 ク 小田原市城山１－６－２２ （運Ⅰ）第219号           平成26年 4月 1日
     0465-35-1313  (0465-35-1310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900230,376.6 いしぐろ整形外科 〒250-0852
     小医376 小田原市栢山２６５４－５
     0465-43-7085  (0465-43-7086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901230,378.2 くりた眼科クリニック〒250-0011 （コン１）第526号         平成29年 3月 1日
     小医378 小田原市栄町１－１４－９　ＮＴ
     ビルⅠ　２Ｆ
     0465-21-0550  (0465-21-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902230,379.0 小島クリニック 〒256-0817 （時間外１）第489号       平成27年 7月 1日
     小医379 小田原市西酒匂３－４－９ （地包加）第201号         平成29年 7月 1日
     0465-46-1267  (0465-46-1268) （ニコ）第606号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第813号       平成28年 7月 1日
     （在診実１）第83号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第446号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第1335号      平成22年 5月 1日
     （在総）第993号           平成22年 5月 1日
     （ペ）第184号             平成22年 5月 1日
     （酸単）第39272号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903230,380.8 扇町しらさぎ内科クリ〒250-0001 （がん指）第335号         平成23年10月 1日
     小医380 ニック 小田原市扇町５－２６－８ （酸単）第39273号         平成29年 4月 1日
     0465-43-8111  (0465-43-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904230,381.6 小田原中央クリニック〒250-0853 （支援診２）第299号       平成29年 2月 1日
     小医381 小田原市堀之内７－１中嶋ビル１ （在医総管）第1847号      平成26年12月 1日
     ０１ （在総）第1333号          平成26年12月 1日
     0465-39-3210  (0465-39-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  432

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2905230,382.4 釼持整形外科 〒250-0001 （運Ⅱ）第499号           平成23年 1月 1日
     小医382 小田原市扇町５－１２－１０
     0465-35-2720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906230,383.2 ハートクリニック小田〒250-0011
     小医383 原 小田原市栄町２－１－２９　グリ
     ーンビル４Ｆ
     0465-22-6688  (0465-22-6687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907230,384.0 小田原医院 〒250-0045
     小医384 小田原市城山４－２３－２７
     0465-22-5870  (0465-22-5870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908230,385.7 霜島内科医院 〒250-0004 （１７５）第3035号        平成23年 4月 1日
     小医385 小田原市浜町１－９－１９
     0465-22-2328  (0465-22-2328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909230,386.5 城山クリニック 〒250-0045
     小医386 小田原市城山２－３－４６　ＴＳ
     ビル２Ｆ
     0465-66-5120  (0465-66-5121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910230,387.3 二見医院 〒250-0205 （支援診３）第1041号      平成28年 4月 1日
     小医387 小田原市曽我別所５９４ （在医総管）第1466号      平成23年11月 1日
     0465-42-0057  (0465-42-0057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911230,389.9 小田原銀座クリニック〒250-0011 （がん指）第1303号        平成28年10月 1日
     小医389 小田原市栄町２－１２－１
     0465-21-5557  (0465-21-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912230,391.5 石井呼吸器内科医院 〒250-0863 （喘管）第83号            平成28年 8月 1日
     小医391 小田原市飯泉６５ （ニコ）第827号           平成29年 7月 1日
     0465-48-4159  (0465-48-4160) （がん指）第1285号        平成28年 9月 1日
     （歩行）第32号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第39274号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913230,394.9 鴨宮クリニック 〒250-0875 （がん指）第1305号        平成28年10月 1日
     小医394 小田原市南鴨宮３－２０－１８ （酸単）第40422号         平成29年 4月 1日
     0465-46-1788  (0465-46-1789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914230,396.4 おだわら脳神経外科ク〒250-0011 （時間外１）第327号       平成24年10月 1日
     小医396 リニック 小田原市栄町１－９－１０伊勢ビ （神経）第207号           平成24年10月 1日
     ル１Ｆ （酸単）第39275号         平成29年 4月 1日
     0465-21-3939  (0465-21-3940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  433

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2915230,397.2 菱木医院 〒250-0852 （ニコ）第911号           平成29年 7月 1日
     小医397 小田原市栢山２８２３－４ （がん指）第808号         平成24年10月 1日
     0465-36-3222  (0465-36-9730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916230,398.0 鈴木脳外科内科クリニ〒250-0862
     小医398 ック 小田原市成田７９３－１
     0465-37-2929  (0465-37-2928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917230,399.8 吉田クリニック 〒250-0011 （外化２）第68号          平成25年 5月 1日
     小医399 小田原市栄町１－１４－４１音羽 （運Ⅰ）第284号           平成29年 4月 1日
     プラーザビル１Ｆ （酸単）第39276号         平成29年 4月 1日
     0465-21-0770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918230,401.2 クローバー皮膚科クリ〒250-0878
     小医401 ニック 小田原市下新田２６４
     0465-47-2518  (0465-47-8780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919230,402.0 しみず扇町クリニック〒250-0001 （在医総管）第1690号      平成25年 9月 1日
     小医402 小田原市扇町３－１３－１５下田 （酸単）第39277号         平成29年 4月 1日
     ビル１Ｆ
     0465-46-8616  (0465-46-8617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920231,001.9 久野銀座クリニック 〒250-0055 （がん指）第1296号        平成28年 9月 1日
     小医1001 小田原市久野４６９三栄ビル２Ｆ （在医総管）第1932号      平成27年12月 1日
     0465-66-1717  (0465-66-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921231,004.3 小田原ホームクリニッ〒250-0011 （時間外１）第471号       平成27年 3月 1日
     小医1004 ク 小田原市栄町２－４－４石井ビル （支援診２）第319号       平成29年 4月 1日
     ３Ｆ （在医総管）第1866号      平成27年 3月 1日
     0465-23-3522  (0465-23-3523) （在総）第1349号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922231,005.0 とみず眼科 〒250-0855
     小医1005 小田原市清水新田１３５－１
     0465-39-0020  (0465-39-0040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923231,006.8 かやま駅前眼科 〒250-0852 （コン１）第646号         平成29年 4月 1日
     小医1006 小田原市栢山２８１７－２
     0465-36-5310  (0465-36-5315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924231,007.6 やまざき小児科医院 〒250-0216
     小医1007 小田原市高田３０９－１
     0465-41-1150  (020-4622-7843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925231,008.4 お堀端クリニック 〒250-0011 （神経）第243号           平成27年 6月 1日
     小医1008 小田原市栄町１－１４－４８ジャ （Ｃ・Ｍ）第843号         平成27年 6月 1日
     ンボーナックビルＢ棟２Ｆ （酸単）第39278号         平成29年 4月 1日
     0465-21-5700  (0465-21-5706)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  434

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2926231,009.2 あやクリニック 〒250-0011
     小医1009 小田原市栄町１－４－５お城通り
     ビル６Ｆ
     0465-21-0592  (0465-21-0592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927231,010.0 循環器中町クリニック〒250-0005 （時間外２）第1263号      平成27年12月 1日
     小医1010 小田原市中町３－１－２６　
     0465-23-5911  (0465-23-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928231,011.8 善ファミリークリニッ〒250-0866 （がん指）第1283号        平成28年 9月 1日
     小医1011 ク 小田原市中曽根７２－１　パシオ （酸単）第39279号         平成29年 4月 1日
     ス小田原店１Ｆ
     0465-36-8800  (0465-36-8820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929231,012.6 あおぞらクリニック 〒256-0816 （時間外１）第544号       平成28年 5月 1日
     小医1012 小田原市酒匂２－２８－５１－１ （地包加）第292号         平成28年 5月 1日
     0465-46-1110  (0465-46-1118) （がん疼）第354号         平成28年 5月 1日
     （支援診１）第43号        平成29年 4月 1日
     （在緩診実）第61号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第1292号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第2015号      平成28年 5月 1日
     （在総）第1434号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930231,013.4 あすなろクリニック 〒250-0875 （小検）第105号           平成28年10月 1日
     小医1013 小田原市南鴨宮３－１８－１３ （酸単）第39280号         平成29年 4月 1日
     0465-48-6543  (0465-48-6544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931231,014.2 かとうリウマチ内科ク〒250-0011
     小医1014 リニック 小田原市栄町１－５－１７－２Ｆ
     0465-22-1007  (0465-22-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2932231,015.9 Ｕこどもクリニック 〒250-0011
     小医1015 小田原市栄町１－５－１７－３Ｆ
     0465-23-7117  (0465-23-7118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933231,016.7 鴨宮さとう内科クリニ〒250-0875
     小医1016 ック 小田原市南鴨宮２－３４－１０
     0465-46-0310  (0465-46-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934231,017.5 額田記念病院付属湘南〒250-0852
     小医1017 クリニック 小田原市栢山３５７７－６　
     0465-43-9141  (0465-43-9956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935231,018.3 高橋眼科クリニック 〒250-0011 （コン１）第702号         平成29年 6月 1日
     小医1018 小田原市栄町１－３－１０　天野
     ビル３Ｆ
     0465-21-0260  (0465-21-0262)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  435

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2936231,019.1 小田原甲状腺クリニッ〒250-0045
     小医1091 ク 小田原市城山１－６－３６
     0465-43-9016  (0465-43-9017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937231,020.9 ファミリークリニック〒250-0862 （時間外１）第593号       平成29年10月 1日
     小医1020 “悠 ” 小田原市成田４６２－１ （地包加）第305号         平成29年10月 1日
     0465-39-3140  (0465-39-3141) （支援診２）第415号       平成29年10月 1日
     （在医総管）第2144号      平成29年10月 1日
     （在総）第1525号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938231,021.7 高木整形外科医院 〒250-0865 一般         3（時間外１）第604号       平成30年 1月15日
     小医1021 小田原市蓮正寺３１０－１ 療養        16（診入院）第712号         平成30年 1月15日
     0465-37-0081  (0465-37-0178) （診療養入院）第54号      平成30年 1月15日
     （運Ⅱ）第762号           平成30年 1月15日
     （酸単）第40633号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  436

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2939240,003.4 茅ケ崎市立病院 〒253-0042 一般       401（一般入院）第1461号      平成28年10月 1日
     茅医3 茅ヶ崎市本村５－１５－１ （超急性期）第16号        平成20年 4月 1日
     0467-52-1111  （診療録２）第48号        平成14年 4月 1日
     （事補１）第34号          平成27年 8月 1日
     （急性看補）第121号       平成26年10月 1日
     （療）第66号              平成29年 8月 1日
     （重）第110号             平成28年11月 1日
     （医療安全１）第37号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第61号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第125号         平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第25号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第24号        平成21年 4月 1日
     （総合評価）第102号       平成25年 4月 1日
     （呼吸チ）第30号          平成27年 2月 1日
     （病棟薬１）第98号        平成28年 3月 1日
     （病棟薬２）第4号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第77号        平成24年10月 1日
     （退支）第140号           平成29年 5月 1日
     （認ケア）第155号         平成29年12月 1日
     （精疾診）第7号           平成28年 4月 1日
     （集３）第111号           平成28年10月 1日
     （新２）第1号             平成26年10月 1日
     （小入２）第25号          平成29年 7月 1日
     （短手２）第12号          平成22年 4月 1日
     （食）第85号              昭和47年 6月 1日
     （高）第180号             平成20年 3月 1日
     （喘管）第76号            平成28年 4月 1日
     （糖管）第160号           平成24年 4月 1日
     （がん疼）第83号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第26号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第53号        平成26年 4月 1日
     （糖防管）第46号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第62号            平成26年 1月 1日
     （放射診）第19号          平成24年 4月 1日
     （開）第38号              平成16年 1月 1日
     （排自）第11号            平成29年 7月 1日
     （肝炎）第80号            平成22年 4月 1日
     （薬）第212号             平成22年 5月 1日
     （機安１）第41号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第35号          平成24年 4月 1日
     （在後病）第7号           平成26年 4月 1日
     （持血測）第11号          平成26年 4月 1日
     （遺伝検）第14号          平成29年10月 1日
     （ＨＰＶ）第222号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第31号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第153号           平成28年11月 1日
     （検Ⅳ）第57号            平成29年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  437

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歩行）第49号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第28号          平成24年 4月 1日
     （神経）第136号           平成20年12月 1日
     （補聴）第15号            平成13年 4月 1日
     （ロー検）第7号           平成24年 4月 1日
     （コン１）第408号         平成28年 4月 1日
     （小検）第12号            平成18年 4月 1日
     （誘発）第28号            平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第22号          平成25年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第654号         平成25年10月 1日
     （抗悪処方）第48号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第92号          平成20年 4月 1日
     （菌）第74号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第68号            平成29年 8月 1日
     （脳Ⅰ）第174号           平成27年 4月 1日
     （運Ⅰ）第147号           平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第68号            平成24年 6月 1日
     （がんリハ）第89号        平成30年 3月 1日
     （透析水２）第57号        平成24年 4月 1日
     （網膜再）第9号           平成26年 4月 1日
     （乳セ１）第67号          平成28年 4月 1日
     （乳セ２）第37号          平成22年 4月 1日
     （乳腫）第6号             平成28年 4月 1日
     （ペ）第38号              平成10年 4月 1日
     （大）第16号              平成10年 4月 1日
     （胆）第36号              平成26年 4月 1日
     （早大腸）第25号          平成24年 4月 1日
     （腎）第46号              平成15年 4月 1日
     （膀胱）第24号            平成25年 8月 1日
     （腹前）第15号            平成27年 9月 1日
     （胃瘻造）第136号         平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第27号          平成19年 9月 1日
     （輸適）第62号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第45号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第107号       平成27年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第123号         平成16年 4月 1日
     （放専）第46号            平成24年 4月 1日
     （外放）第36号            平成24年 4月 1日
     （高放）第122号           平成19年12月 1日
     （増線）第18号            平成26年 4月 1日
     （直放）第28号            平成25年 1月 1日
     （酸単）第39281号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940240,058.8 高田小児科医院 〒253-0061
     茅医58 茅ヶ崎市南湖６－１７－３４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  438

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2941240,102.4 茅ケ崎皮膚科医院 〒253-0061
     茅医102 茅ヶ崎市南湖５－１４－３
     0467-86-1112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942240,113.1 小杉クリニック 〒253-0086 （時間外２）第1004号      平成24年 4月 1日
     茅医113 茅ヶ崎市浜之郷９５２－９５ （地包加）第146号         平成27年 4月 1日
     0467-82-8526  （支援診３）第365号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第603号       平成18年 4月 1日
     （在総）第638号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943240,114.9 南湖診療所 〒253-0061 （時間外２）第126号       平成22年 4月 1日
     茅医114 茅ヶ崎市南湖２－１４－９ （在医総管）第743号       平成18年 5月 1日
     0467-85-1245  （１７５）第854号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944240,131.3 桑原医院 〒253-0055 （１７５）第857号         平成14年 4月 1日
     茅医131 茅ヶ崎市中海岸２－８－７
     0467-82-2212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945240,135.4 恵仁堂耳鼻咽喉科 〒253-0045
     茅医135 茅ヶ崎市十間坂３－１４－３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946240,137.0 町田胃腸科外科 〒253-0071 一般        19（１７５）第858号         平成14年 4月 1日
     茅医137 茅ヶ崎市萩園２３０５－２７ （酸単）第39282号         平成29年 4月 1日
     0467-85-2013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947240,147.9 茅ケ崎市休日・夜間急〒253-0042 （小夜１）第35号          平成16年 5月 1日
     茅医147 患診療所 茅ヶ崎市本村５－９－５ （夜）第24号              平成26年 5月 1日
     0467-52-1611  （酸単）第40493号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948240,149.5 高瀬耳鼻咽喉科医院 〒253-0024
     茅医149 茅ヶ崎市平和町１３－７
     0467-85-0332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949240,154.5 尾山小児科医院 〒253-0002 （１７５）第859号         平成14年 4月 1日
     茅医154 茅ヶ崎市高田２－６－６２
     0467-53-3366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  439

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2950240,155.2 特定医療法人社団湘南〒253-0008 療養       166（療養入院）第265号       平成29年 3月 1日
     茅医155 健友会　長岡病院 茅ヶ崎市芹沢５９８ 介護        56（療養１）第40号          平成29年 3月 1日
     0467-53-1811  (0467-54-0551) （感染防止２）第126号     平成26年 8月 1日
     （認ケア）第108号         平成29年 4月 1日
     （食）第406号             昭和60年 9月 1日
     （薬）第263号             平成17年 6月 1日
     （在後病）第21号          平成29年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第594号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第212号           平成29年 9月 1日
     （運Ⅲ）第238号           平成29年10月 1日
     （呼Ⅱ）第82号            平成27年 7月 1日
     （酸単）第39283号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951240,156.0 イトウ眼科 〒253-0053 （コン１）第303号         平成29年 3月 1日
     茅医156 茅ヶ崎市東海岸北１－２－１９ （１７５）第860号         平成14年 4月 1日
     0467-83-7771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952240,161.0 茅ケ崎新北陵病院 〒253-0007 一般       180（療養入院）第379号       平成29年 2月 1日
     (246,161.4) 茅ヶ崎市行谷５８３－１ 療養       109（障害入院）第1232号      平成29年 2月 1日
     茅医161 0467-53-4111  (0467-53-4113) （特施）第65号            平成29年 2月 1日
     （看補）第1553号          平成29年 2月 1日
     （療）第55号              平成29年 2月 1日
     （療養１）第26号          平成29年 2月 1日
     （感染防止２）第99号      平成24年 9月 1日
     （患サポ）第120号         平成24年 4月 1日
     （後発使１）第26号        平成28年 4月 1日
     （認ケア）第151号         平成29年11月 1日
     （回１）第10号            平成29年 2月 1日
     （特疾１）第3号           平成29年 2月 1日
     （食）第445号             平成 7年12月 1日
     （薬）第70号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第43号          平成20年 4月 1日
     （医管）第443号           平成18年 4月 1日
     （検Ⅰ）第204号           平成21年 5月 1日
     （検Ⅱ）第83号            平成21年 5月 1日
     （神経）第169号           平成22年 5月 1日
     （脳Ⅰ）第40号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第140号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第73号            平成24年 4月 1日
     （透析水２）第174号       平成26年 7月 1日
     （補管）第4975号          平成15年 4月 1日
     （１７５）第866号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39284号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  440

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2953240,163.6 増沢クリニック 〒253-0002 （地包加）第110号         平成26年 4月 1日
     茅医163 茅ヶ崎市高田４－７－１２ （総合評価）第19号        平成20年 4月 1日
     0467-54-0311  （支援診３）第281号       平成29年 3月 1日
     （電情）第15号            平成28年11月 1日
     （在医総管）第494号       平成18年 4月 1日
     （在総）第578号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954240,164.4 笹井医院 〒253-0053 （支援診３）第1092号      平成29年 3月 1日
     茅医164 茅ヶ崎市東海岸北１－７－１５ （在医総管）第495号       平成18年 4月 1日
     0467-82-2737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955240,166.9 リーヴァクリニック 〒253-0021
     茅医166 茅ヶ崎市浜竹３－２－３３
     0467-87-6678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956240,167.7 茅ケ崎クリニック 〒253-0054 （ニコ）第1045号          平成29年 7月 1日
     茅医167 茅ヶ崎市東海岸南１－２２－１ （支援診３）第1105号      平成29年 4月 1日
     0467-86-2123  (0467-86-2846) （在医総管）第1763号      平成26年 5月 1日
     （在総）第1284号          平成26年 5月 1日
     （酸単）第39285号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957240,168.5 茅ヶ崎セントラルクリ〒253-0052 （時間外１）第184号       平成24年 4月 1日
     茅医168 ニック 茅ヶ崎市幸町６－１ （糖管）第97号            平成21年 7月 1日
     0467-87-3322  (0467-58-5607) （外後発使）第245号       平成29年 7月 1日
     （透析水２）第149号       平成25年 6月 1日
     （酸単）第39286号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958240,171.9 藤井医院 〒253-0061
     茅医171 茅ヶ崎市南湖５－２０－１６
     0467-82-8530  (0467-86-3523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959240,172.7 松が丘内科クリニック〒253-0025 （ニコ）第332号           平成29年 7月 1日
     茅医172 茅ヶ崎市松ヶ丘２－８－２０ （支援診２）第112号       平成28年11月 1日
     0467-87-0363  (0467-87-0362) （がん指）第670号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第779号       平成18年 6月 1日
     （在総）第697号           平成18年 6月 1日
     （酸単）第39287号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960240,176.8 原クリニック 〒253-0002
     茅医176 茅ヶ崎市高田２－１－２３
     0467-54-5400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961240,178.4 かつまた小児クリニッ〒253-0082
     茅医178 ク 茅ヶ崎市香川１－３８－１８
     0467-54-5588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  441

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2962240,179.2 福山クリニック 〒253-0055
     茅医179 茅ヶ崎市中海岸１－１－７
     0467-58-5204  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963240,180.0 中村メンタルクリニッ〒253-0053
     茅医180 ク 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５５Ｋ
     Ｎビル２Ｆ
     0467-83-7878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964240,181.8 湘南中央クリニック 〒253-0017 （がん疼）第419号         平成30年 3月 1日
     茅医181 茅ヶ崎市松林１－１６－５２ （支援診２）第353号       平成28年 7月 1日
     0467-52-5252  (0467-52-5270) （在医総管）第1165号      平成20年12月 1日
     （在総）第888号           平成20年12月 1日
     （神経）第118号           平成20年 8月 1日
     （酸単）第39288号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965240,182.6 医療法人社団　五十嵐〒253-0052 （在医総管）第496号       平成18年 4月 1日
     茅医182 クリニック 茅ヶ崎市幸町２２－６－２０２
     0467-87-8282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966240,183.4 加藤医院 〒253-0053 （がん疼）第340号         平成28年 4月 1日
     茅医183 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５２ （ニコ）第452号           平成29年 7月 1日
     0467-82-2602  （支援診２）第359号       平成28年 8月 1日
     （がん指）第660号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第604号       平成18年 4月 1日
     （在総）第639号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967240,184.2 みのて整形外科 〒253-0053
     茅医184 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５２
     0467-58-6226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968240,185.9 高橋医院 〒253-0045 （地包加）第186号         平成26年 4月 1日
     茅医185 茅ケ崎市十間坂１－２－１６ （ニコ）第226号           平成29年 7月 1日
     0467-82-2231  （支援診３）第1098号      平成28年11月 1日
     （がん指）第1348号        平成29年 5月 1日
     （在医総管）第497号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第39289号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2969240,187.5 田村小児科 〒253-0052 （時間外１）第185号       平成24年 4月 1日
     茅医187 茅ヶ崎市幸町６－１６　キャロル
     マンション２０１号
     0467-86-0415  (0467-58-8389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970240,188.3 三輪内科クリニック 〒253-0005
     茅医188 茅ヶ崎市松風台２４－１５
     0467-52-3969  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  442

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2971240,193.3 内山クリニック 〒253-0044 （がん疼）第222号         平成25年 2月 1日
     茅医193 茅ヶ崎市新栄町１－４大黒屋富田 （支援診３）第1277号      平成28年 4月 1日
     ビル３Ｆ （在診実１）第167号       平成28年 4月 1日
     0467-87-6511  （がん指）第667号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第498号       平成28年 4月 1日
     （在総）第580号           平成18年 4月 1日
     （神経）第52号            平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972240,194.1 おおさこ医院 〒253-0043
     茅医194 茅ヶ崎市元町１８－１
     0467-86-8393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973240,198.2 真下医院 〒253-0021 （がん指）第666号         平成24年 5月 1日
     茅医198 茅ケ崎市浜竹２－６－１９
     0467-87-2981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974240,201.4 湘南健康管理クリニッ〒253-0041 （在医総管）第1041号      平成20年 2月 1日
     茅医201 ク 茅ケ崎市茅ケ崎２－２－３
     0467-86-6570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975240,204.8 にわ小児クリニック 〒253-0022 （時間外１）第524号       平成28年 4月 1日
     茅医204 茅ケ崎市松浪１－３－２１ （小か診）第33号          平成28年 4月 1日
     0467-88-1868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976240,207.1 川原眼科医院 〒253-0052 （コン１）第305号         平成29年 4月 1日
     茅医207 茅ケ崎市幸町２４－１
     0467-82-2830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977240,210.5 香川クリニック 〒253-0082 （ＨＰＶ）第438号         平成29年 5月 1日
     茅医210 茅ヶ崎市香川６－８－３３
     0467-52-9687  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978240,211.3 医療法人　和田内科医〒253-0002
     茅医211 院 茅ヶ崎市高田５－１－１９
     0467-51-8221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979240,213.9 三上医院 〒253-0021 （ニコ）第889号           平成29年 7月 1日
     茅医213 茅ヶ崎市浜竹３－１－２３ （支援診３）第285号       平成29年 4月 1日
     0467-82-0322  （在医総管）第500号       平成18年 4月 1日
     （在総）第581号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980240,214.7 医療法人社団　正次会〒253-0061 （時間外２）第1051号      平成24年 4月 1日
     茅医214 　成田クリニック 茅ヶ崎市南湖５－１－１２ （支援診３）第286号       平成29年 4月 1日
     0467-58-6222  （在医総管）第501号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  443

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2981240,215.4 田口眼科 〒253-0062
     茅医215 茅ケ崎市浜見平１７－１３
     0467-82-8868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982240,216.2 今泉クリニック 〒253-0044 （ショ小）第29号          平成21年 6月 1日
     茅医216 茅ヶ崎市新栄町７－１岸ビル３階 （デ小）第31号            平成10年 1月 1日
     ，４階
     0467-85-2121  (0467-85-0320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983240,218.8 天未線 〒253-0008 （１７５）第2884号        平成14年 7月 1日
     茅医218 茅ケ崎市芹沢７８６
     0467-54-5424  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984240,219.6 茅ケ崎中央病院 〒253-0041 一般        66（一般入院）第1671号      平成29年 4月 1日
     茅医219 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－２－３ （療）第2号               平成29年 5月 1日
     0467-86-6530  （医療安全２）第186号     平成23年 5月 1日
     （感染防止２）第73号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第89号        平成29年 7月 1日
     （認ケア）第152号         平成29年11月 1日
     （食）第347号             平成 9年 2月 1日
     （がん指）第669号         平成24年 5月 1日
     （薬）第93号              平成22年 8月 1日
     （機安１）第44号          平成20年 4月 1日
     （在医総管）第1448号      平成23年 8月 1日
     （在血液）第5号           平成22年 4月 1日
     （補聴）第29号            平成18年 5月 1日
     （コン１）第412号         平成28年 4月 1日
     （ポ断コ複）第18号        平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第647号         平成26年12月 1日
     （脳Ⅲ）第205号           平成29年 3月 1日
     （運Ⅱ）第725号           平成29年 3月 1日
     （エタ副甲）第39号        平成27年10月 1日
     （透析水２）第122号       平成24年10月 1日
     （植補聴）第4号           平成26年 4月 1日
     （ペ）第40号              平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第84号          平成26年 5月 1日
     （酸単）第39290号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985240,221.2 ともの整形外科クリニ〒253-0084
     茅医221 ック 茅ケ崎市円蔵２５１２－６
     0467-87-7178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986240,223.8 医療法人社団　五陽会〒253-0053 （在医総管）第1753号      平成26年 4月 1日
     茅医223 　愛生会クリニック 茅ケ崎市東海岸北５－１０－４８
     0467-88-6560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  444

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2987240,224.6 湘南さくら病院 〒253-0081 精神       156（精合併加算）第55号      平成24年10月 1日
     茅医224 茅ケ崎市下寺尾１８３３ （精療）第34号            平成26年 4月 1日
     0467-54-2255  （認治１）第28号          平成24年10月 1日
     （食）第538号             平成 9年 7月 1日
     （認リハ）第7号           平成28年 6月 1日
     （精）第39号              平成11年 8月 1日
     （医療保護）第13号        平成16年 4月 1日
     （酸単）第39291号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988240,226.1 森田内科医院 〒253-0051 （時間外２）第1075号      平成24年 5月 1日
     茅医226 茅ケ崎市若松町６－２３ （地包加）第200号         平成26年 4月 1日
     0467-87-0531  (0467-87-0543) （支援診３）第949号       平成29年 3月 1日
     （在医総管）第1554号      平成24年 5月 1日
     （在総）第1123号          平成24年 5月 1日
     （酸単）第39292号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2989240,227.9 高田医院 〒253-0061 （時間外２）第339号       平成22年 4月 1日
     茅医227 茅ヶ崎市南湖６－１７－１８ （支援診３）第288号       平成29年 4月 1日
     0467-82-2541  (0467-86-7160) （在医総管）第503号       平成18年 4月 1日
     （在総）第582号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990240,228.7 西浜内科クリニック 〒253-0061 （在医総管）第504号       平成18年 4月 1日
     茅医228 茅ケ崎市南湖３－４－３５
     0467-86-8183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991240,234.5 山崎耳鼻咽喉科医院 〒253-0002
     茅医234 茅ヶ崎市高田５－２－３
     0467-51-5030  (0467-51-5069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992240,235.2 オリーブクリニック 〒253-0084 （１７５）第2556号        平成14年 5月 1日
     茅医235 茅ケ崎市円蔵１３６５
     0467-51-1081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993240,236.0 堀越医院 〒253-0056
     茅医236 茅ヶ崎市共恵２－５－５２
     0467-82-4641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994240,237.8 小口内科医院 〒253-0086 （時間外２）第207号       平成22年 4月 1日
     茅医237 茅ヶ崎市浜之郷８３１ （外後発使）第192号       平成28年 7月 1日
     0467-85-7698  (0467-85-9769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995240,239.4 佐久間クリニック 〒253-0061 （Ｃ・Ｍ）第769号         平成25年 7月 1日
     茅医239 茅ヶ崎市南湖２－１３－３１ （酸単）第39293号         平成29年 4月 1日
     0467-89-2810  (0467-89-2812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  445

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2996240,241.0 至誠堂医院 〒253-0084 （ニコ）第1146号          平成29年 4月 1日
     茅医241 茅ヶ崎市円蔵２４２７－８ （１７５）第863号         平成14年 4月 1日
     0467-85-2101  (0467-82-9366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997240,242.8 佐藤医院 〒253-0021
     茅医242 茅ヶ崎市浜竹３－４－５０
     0467-82-0677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998240,243.6 蓮沼眼科クリニック 〒253-0021 （コン１）第365号         平成29年 3月 1日
     茅医243 茅ヶ崎市浜竹３－４－２
     0467-87-4005  (0467-87-4015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999240,245.1 小沢整形外科 〒253-0062 （運Ⅱ）第127号           平成18年 4月 1日
     茅医245 茅ヶ崎市浜見平１７－１３
     0467-82-5181  (0467-85-6499)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000240,246.9 大野クリニック 〒253-0034 （時間外２）第58号        平成22年 4月 1日
     茅医246 茅ケ崎市緑が浜４－２９ （ニコ）第43号            平成29年 6月 1日
     0467-88-0330  (0467-88-0330) （在医総管）第506号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001240,247.7 兼本内科循環器科クリ〒253-0024
     茅医247 ニック 茅ケ崎市平和町４－２６－２Ｆ
     0467-88-1231  (0467-88-2817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002240,248.5 兼本眼科医院 〒253-0024 （コン１）第307号         平成29年 4月 1日
     茅医248 茅ケ崎市平和町４－２６－１Ｆ
     0467-87-1511  (0467-87-5738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  446

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3003240,250.1 湘南東部総合病院 〒253-0083 一般       264（病初診）第53号          平成23年 6月 1日
     (246,250.5) 茅ケ崎市西久保５００ 精神        44（外来環）第224号         平成20年 8月 1日
     茅医250 0467-83-9111  (0467-83-9114) 療養        40（歯特連）第35号          平成24年 4月 1日
     （一般入院）第1719号      平成30年 3月 1日
     （療養入院）第470号       平成29年 4月 1日
     （診療録２）第78号        平成15年11月 1日
     （事補２）第78号          平成29年 4月 1日
     （急性看補）第61号        平成22年 4月 1日
     （看補）第1484号          平成29年 4月 1日
     （療）第40号              平成29年 4月 1日
     （無菌１）第20号          平成26年 4月 1日
     （精合併加算）第52号      平成23年10月 1日
     （医療安全１）第16号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第161号     平成29年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第27号        平成21年 4月 1日
     （後発使１）第52号        平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第117号       平成29年10月 1日
     （データ提）第94号        平成26年 4月 1日
     （精急医配）第32号        平成29年10月 1日
     （回２）第73号            平成29年11月 1日
     （緩）第23号              平成29年 2月 1日
     （精急１）第33号          平成29年10月 1日
     （食）第557号             平成12年 5月 1日
     （糖管）第30号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第119号         平成23年 4月 1日
     （小夜２）第9号           平成24年 4月 1日
     （夜）第17号              平成24年 4月 1日
     （がん指）第661号         平成24年 5月 1日
     （薬）第224号             平成12年 8月 1日
     （機安１）第45号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第26号          平成21年 8月 1日
     （医管）第1587号          平成25年 6月 1日
     （在後病）第9号           平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第263号         平成22年 6月 1日
     （検Ⅰ）第209号           平成21年 9月 1日
     （小検）第5号             平成18年 4月 1日
     （画１）第116号           平成26年10月 1日
     （画２）第120号           平成26年10月 1日
     （遠画）第5号             平成16年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第659号         平成26年10月 1日
     （冠動Ｃ）第78号          平成26年10月 1日
     （抗悪処方）第76号        平成28年 4月 1日
     （菌）第84号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第26号            平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第13号            平成29年 7月 1日
     （運Ⅰ）第134号           平成29年 7月 1日
     （呼Ⅰ）第32号            平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  447

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がんリハ）第43号        平成26年 8月 1日
     （歯リハ２）第56号        平成26年 4月 1日
     （精）第67号              平成21年 6月 1日
     （抗治療）第12号          平成26年 4月 1日
     （医療保護）第61号        平成21年 5月 1日
     （エタ甲）第58号          平成20年 8月 1日
     （透析水２）第58号        平成24年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2463号      平成28年 4月 1日
     （脊刺）第21号            平成17年 2月 1日
     （歯顎移）第14号          平成28年 4月 1日
     （乳セ２）第36号          平成22年 4月 1日
     （ペ）第124号             平成12年 5月 1日
     （大）第74号              平成14年 7月 1日
     （腹肝）第46号            平成30年 3月 1日
     （早大腸）第72号          平成29年 6月 1日
     （腎）第35号              平成12年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第134号         平成29年 5月 1日
     （輸適）第122号           平成29年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第86号          平成12年 4月 1日
     （放専）第37号            平成21年 8月 1日
     （外放）第28号            平成21年 8月 1日
     （病理診１）第53号        平成29年 3月 1日
     （口病診１）第13号        平成29年 6月 1日
     （補管）第5264号          平成17年 2月 1日
     （酸単）第39294号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004240,251.9 加納外科医院 〒253-0021 （支援診３）第291号       平成29年 3月 1日
     茅医251 茅ケ崎市浜竹３－３－１４ （がん指）第1102号        平成26年 2月 1日
     0467-82-7472  (0467-83-4767) （在医総管）第507号       平成18年 4月 1日
     （在総）第584号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005240,252.7 ちぐさ眼科 〒253-0044 （コン１）第308号         平成29年 3月 1日
     茅医252 茅ケ崎市新栄町１３－４５鴨志田
     ビル３Ｆ
     0467-84-0988  (0467-84-0988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006240,259.2 緒方医院 〒253-0082
     茅医259 茅ケ崎市香川４－４－２３
     0467-57-7353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007240,262.6 丸山内科クリニック 〒253-0023 （支援診３）第292号       平成29年 1月 1日
     茅医262 茅ケ崎市美住町１４－１０ （在医総管）第508号       平成18年 4月 1日
     0467-88-1101  (0467-88-1101) （在総）第585号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008240,263.4 藤川整形外科 〒253-0084 （運Ⅱ）第712号           平成28年 8月 1日
     茅医263 茅ヶ崎市円蔵１－２３－１３
     0467-51-2121  (0467-51-2122)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  448

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3009240,264.2 皮フ科・斎藤医院 〒253-0051
     茅医264 茅ケ崎市若松町１－５
     0467-82-3826  (0467-82-3826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3010240,267.5 小松田クリニック 〒253-0018 （在医総管）第509号       平成18年 4月 1日
     茅医267 茅ヶ崎市室田１－２－１１
     0467-54-7778  (0467-54-7871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011240,273.3 山岡クリニック 〒253-0043 （支援診３）第295号       平成29年 4月 1日
     茅医273 茅ケ崎市元町６－５ （在医総管）第511号       平成18年 4月 1日
     0467-87-6221  (0467-87-6237) （在総）第587号           平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第747号         平成25年 4月 1日
     （１７５）第865号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012240,276.6 医療法人　寿会　大木〒253-0084 （支援診２）第78号        平成28年11月 1日
     茅医276 医院 茅ケ崎市円蔵１－２４－３２ （在医総管）第512号       平成18年 4月 1日
     0467-52-0085  (0467-51-8809) （在総）第588号           平成18年 4月 1日
     （神経）第53号            平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013240,280.8 こずえ心療クリニック〒253-0062
     茅医280 茅ケ崎市浜見平１７－１３
     0467-82-1838  (0467-82-8131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014240,281.6 池原内科クリニック 〒253-0041 （ニコ）第697号           平成29年 6月 1日
     茅医281 茅ケ崎市茅ケ崎２－５－３０湘南 （在医総管）第484号       平成18年 4月 1日
     薬品ビル１Ｆ
     0467-88-0055  (0467-86-0033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015240,282.4 医療法人社団　オーエ〒253-0011 （時間外２）第298号       平成22年 4月 1日
     茅医282 フシー　おざさ医院 茅ケ崎市菱沼１－４－１１ （地包加）第297号         平成29年 3月 1日
     0467-55-0201  (0467-55-0205) （ニコ）第83号            平成29年 7月 1日
     （支援診２）第251号       平成28年 8月 1日
     （在医総管）第513号       平成18年 4月 1日
     （在総）第596号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016240,283.2 ゆみ眼科 〒253-0043 （コン１）第317号         平成29年 3月 1日
     茅医283 茅ケ崎市元町６－５山岡ビル３Ｆ
     0467-86-1005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017240,284.0 湘南すずきクリニック〒253-0027 （時間外１）第417号       平成26年 4月 1日
     茅医284 茅ケ崎市ひばりが丘７－１０ （支援診３）第313号       平成29年 4月 1日
     0467-84-0630  (0467-84-0661) （在診実１）第89号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第892号       平成18年 4月 1日
     （在総）第597号           平成18年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第144号           平成25年 4月 1日
     （運Ⅱ）第561号           平成25年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  449

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3018240,286.5 緑の湘南皮フ科クリニ〒253-0044
     茅医286 ック 茅ケ崎市新栄町７－１６日光堂ビ
     ル２Ｆ
     0467-88-7860  (0467-88-7861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019240,287.3 医療法人社団　新家ク〒253-0031 （時間外２）第230号       平成22年 4月 1日
     茅医287 リニック 茅ケ崎市富士見町１１－４ （酸単）第39295号         平成29年 4月 1日
     0467-26-8801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3020240,292.3 茅ヶ崎産婦人科医院 〒253-0061 一般         8（時間外１）第269号       平成24年 4月 1日
     茅医292 茅ヶ崎市南湖２－１５－３６ （診入院）第596号         平成28年 4月 1日
     0467-83-3413  (0467-58-3908) （酸単）第39296号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021240,293.1 湘南東部クリニック 〒253-0083 （時間外１）第129号       平成24年 4月 1日
     茅医293 茅ケ崎市西久保１１７ （喘管）第20号            平成18年 4月 1日
     0467-84-6882  (0467-84-6872) （がん疼）第179号         平成24年 4月 1日
     （ニコ）第37号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第530号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第79号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第949号       平成19年 4月 1日
     （在総）第758号           平成19年 4月 1日
     （外化１）第45号          平成20年 4月 1日
     （酸単）第39297号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022240,295.6 サザンクリニック耳鼻〒253-0054
     茅医295 咽喉科 茅ケ崎市東海岸南２－１－１ジュ
     ネスビル１Ｆ
     0467-87-4338  (0467-87-4338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023240,296.4 みよし内科クリニック〒253-0053 （地包加）第294号         平成28年11月 1日
     茅医296 茅ケ崎市東海岸北３－４－３６ （支援診２）第363号       平成28年10月 1日
     0467-39-6711  (0467-39-6701) （在医総管）第1349号      平成22年 5月 2日
     （在総）第1100号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024240,298.0 おの皮ふ科クリニック〒253-0052
     茅医298 茅ケ崎市幸町３－３２ブレインビ
     ル３Ｆ
     0467-84-5885  (0467-84-5805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025240,299.8 前川クリニック 〒253-0053 （支援診３）第429号       平成29年 3月 1日
     茅医299 茅ケ崎市東海岸北２－１－４４ （がん指）第665号         平成24年 5月 1日
     0467-86-0120  (0467-86-0152) （在医総管）第831号       平成18年 8月 1日
     （在総）第713号           平成18年 8月 1日
     （酸単）第39298号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  450

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3026240,304.6 富山皮膚科 〒253-0082
     茅医304 茅ヶ崎市香川１－１１－２５
     0467-51-7755  (0467-54-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027240,305.3 ライフクリニック 〒253-0052 （支援診３）第1399号      平成29年 7月 1日
     茅医305 茅ケ崎市幸町３－３２　２Ｆ （在医総管）第532号       平成18年 4月 1日
     0467-84-6577  (0467-84-6578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028240,307.9 じんざクリニック 〒253-0043 （がん指）第1127号        平成26年 6月 1日
     茅医307 茅ケ崎市元町６－１３ルミストラ
     ル茅ケ崎１Ｆ
     0467-88-5510  (0467-88-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029240,308.7 医療法人社団　成和会〒253-0043 （時間外２）第299号       平成22年 4月 1日
     茅医308 　いしい整形外科 茅ヶ崎市元町１５－１メディコム （運Ⅱ）第145号           平成18年 4月 1日
     元町１，２Ｆ
     0467-82-6766  (0467-58-6203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3030240,311.1 あらまき眼科 〒253-0002 （コン１）第310号         平成29年 3月 1日
     茅医311 茅ケ崎市高田５－１－１５エスケ
     ーメディックビル
     0467-55-2055  (0467-55-2066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031240,312.9 弓削耳鼻咽喉科 〒253-0043
     茅医312 茅ヶ崎市元町４－３３
     0467-86-8368  (0467-38-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032240,314.5 野村消化器内科 〒253-0031 （ニコ）第35号            平成29年 6月 1日
     茅医314 茅ケ崎市富士見町１５－１ （がん指）第662号         平成24年 5月 1日
     0467-84-3987  (0467-86-7290) （肝炎）第72号            平成22年 4月 1日
     （酸単）第39299号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033240,315.2 茅ヶ崎東海岸クリニッ〒253-0053 （時間外１）第563号       平成29年 2月 1日
     茅医315 ク 茅ケ崎市東海岸北２－８－６ （酸単）第39300号         平成29年 4月 1日
     0467-85-3353  (0467-85-3353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034240,316.0 相州メンタルクリニッ〒253-0052
     茅医316 ク茅ヶ崎 茅ヶ崎市幸町２１－３ユニマット
     茅ヶ崎駅前ビル８階
     0467-84-6550  (0467-84-6551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035240,317.8 湘南キッズクリニック〒253-0072 （酸単）第39301号         平成29年 4月 1日
     茅医317 茅ケ崎市今宿１８１－１
     0467-84-0866  (0467-84-0865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  451

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3036240,318.6 幸町クリニックなごみ〒253-0052
     茅医318 茅ケ崎市幸町１６－２　ＭＫビル
     ３階
     0467-86-0753  (0467-85-5753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037240,319.4 湘南みずき内科クリニ〒253-0088 （ニコ）第487号           平成29年 7月 1日
     茅医319 ック 茅ヶ崎市みずき４－９－２０ （がん指）第659号         平成24年 5月 1日
     0467-50-3320  (0467-50-3356) （地連計）第38号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038240,320.2 やまもと内科クリニッ〒253-0088 （ニコ）第258号           平成29年 7月 1日
     茅医320 ク 茅ヶ崎市みずき２－８－１ （酸単）第39302号         平成29年 4月 1日
     0467-40-4976  (0467-40-6638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039240,325.1 茅ヶ崎信愛クリニック〒253-0044 （ニコ）第584号           平成29年 7月 1日
     茅医325 茅ヶ崎市新栄町５－８ （支援診２）第253号       平成28年 8月 1日
     0467-82-2554  (0467-58-2177) （在医総管）第488号       平成20年 5月 1日
     （在総）第572号           平成20年 5月 1日
     （酸単）第39303号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040240,326.9 共恵内科クリニック 〒253-0056 （ニコ）第563号           平成29年 4月 1日
     茅医326 茅ケ崎市共恵１－１１－９アイパ （支援診３）第1097号      平成29年 4月 1日
     レス湘南１階 （在医総管）第1118号      平成20年 8月 1日
     0467-73-7011  (0467-73-7012) （在総）第861号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041240,327.7 湘南あかしあクリニッ〒253-0044
     茅医327 ク 茅ケ崎市新栄町９－９喜久本プラ
     ザビル１階
     0467-84-0234  (0467-84-0224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042240,328.5 おおえ内科クリニック〒253-0017 （時間外２）第59号        平成22年 4月 1日
     茅医328 茅ケ崎市松林２－５－３０ （地包加）第145号         平成26年 4月 1日
     0467-55-2325  (0467-55-2363) （ニコ）第411号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第116号       平成28年11月 1日
     （在医総管）第1157号      平成20年11月 1日
     （在総）第882号           平成20年11月 1日
     （酸単）第39304号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043240,331.9 佐藤クリニック 〒253-0012
     茅医331 茅ケ崎市小和田３－１－２
     0467-51-3550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044240,334.3 しながわこどもクリニ〒253-0054
     茅医334 ック 茅ケ崎市東海岸南５－１－２２
     0467-81-3121  (0467-81-3122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  452

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3045240,337.6 かごた整形外科クリニ〒253-0017 （運Ⅰ）第215号           平成26年 4月 1日
     茅医337 ック 茅ケ崎市松林２－５－３３
     0467-55-1710  (0467-55-1720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046240,338.4 医療法人　風航会　シ〒253-0052 （短手１）第26号          平成22年 4月 1日
     茅医338 ーサイド眼科茅ヶ崎 茅ケ崎市幸町２－１８武藤ビル２ （コン１）第527号         平成29年 3月 1日
     Ｆ （先１４０）第24号        平成25年 6月 1日
     0467-33-4335  (0467-33-4340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047240,340.0 やまぐちクリニック 〒253-0021 （がん疼）第185号         平成24年 4月 1日
     茅医340 茅ケ崎市浜竹３－４－５３ （支援診３）第912号       平成29年 4月 1日
     0467-82-2760  (0467-82-2759) （がん指）第368号         平成24年 2月 1日
     （在医総管）第1487号      平成24年 2月 1日
     （在総）第1077号          平成24年 2月 1日
     （酸単）第39305号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048240,341.8 はしもと脳神経外科ク〒253-0044 （地連計）第40号          平成28年12月 1日
     茅医341 リニック 茅ケ崎市新栄町３－２ＡＢＥＡＳ （神経）第172号           平成22年 6月 1日
     Ａ　ＭＥＤＩＣＡＬ　１Ｆ
     0467-86-8410  (0467-86-8409)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049240,343.4 五島耳鼻咽喉科医院 〒253-0053
     茅医343 茅ヶ崎市東海岸北１－１－１６
     0467-85-6124  (0467-83-4647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050240,344.2 医療法人社団　修林会〒253-0044 （在医総管）第1807号      平成26年 9月 1日
     茅医344 　青木クリニック 茅ケ崎市新栄町１３－４５鴨志田 （外後発使）第252号       平成29年12月 1日
     ビル５Ｆ （酸単）第39306号         平成29年 4月 1日
     0467-84-5223  (0467-84-5224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3051240,345.9 オアシスクリニック 〒253-0061
     茅医345 茅ケ崎市南湖５－２０－１０
     0467-50-0730  (0467-50-0730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052240,346.7 緑が浜こどもクリニッ〒253-0034 （酸単）第39307号         平成29年 4月 1日
     茅医346 ク 茅ケ崎市緑が浜７－３
     0467-82-8561  (0467-82-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053240,347.5 こどもクリニック松が〒253-0025
     茅医347 丘 茅ケ崎市松が丘２－１－１９
     0467-82-3818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054240,348.3 下田産婦人科医院 〒253-0052 一般         9（時間外２）第852号       平成23年 3月 1日
     茅医348 茅ヶ崎市幸町１９－８ （診入院）第659号         平成26年 4月 1日
     0467-82-6781  (0467-86-7873) （ＨＰＶ）第289号         平成23年 1月 1日
     （酸単）第40409号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  453

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3055240,349.1 なつ皮ふ科 〒253-0043
     茅医349 茅ヶ崎市元町１６－４
     0467-84-7412  (0467-84-7413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056240,350.9 茅ヶ崎メディカルクリ〒253-0052 （ニコ）第786号           平成29年 7月 1日
     茅医350 ニック 茅ヶ崎市幸町５－８　２Ｆ （支援診３）第880号       平成28年 5月 1日
     0467-58-3958  (0467-58-3959) （在医総管）第1439号      平成23年 7月 1日
     （在総）第1050号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057240,351.7 湘南えぼし整形外科 〒253-0044 （時間外２）第1134号      平成25年 9月 1日
     茅医351 茅ヶ崎市新栄町７－５エメラルド （運Ⅱ）第585号           平成25年 9月 1日
     プラザ１Ｆ
     0467-87-0022  (0467-87-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3058240,352.5 守屋おとなこどもクリ〒253-0053 （ニコ）第841号           平成29年 7月 1日
     茅医352 ニック 茅ヶ崎市東海岸北３－１０－１４ （がん指）第668号         平成24年 5月 1日
     0467-86-5834  (0467-86-5836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059240,354.1 茅ヶ崎こどもの森クリ〒253-0042 （酸単）第39308号         平成29年 4月 1日
     茅医354 ニック 茅ケ崎市本村４－２２－２３
     0467-50-1260  (0467-50-1262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060240,357.4 茅ヶ崎みみ・はな・の〒253-0017 （高）第259号             平成24年11月 1日
     茅医357 どクリニック 茅ヶ崎市松林２－１０－１８ （補聴）第46号            平成25年 8月 1日
     0467-50-1135  (0467-50-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061240,360.8 湘南茅ヶ崎クリニック〒253-0014 （支援診３）第1088号      平成28年 4月 1日
     茅医360 茅ヶ崎市本宿町３－５ （在医総管）第1742号      平成28年 4月 1日
     0467-38-6603  (0467-38-6603) （在総）第1275号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第39309号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062240,361.6 湘南みわクリニック 〒253-0042 （がん疼）第240号         平成25年 5月 1日
     茅医361 茅ヶ崎市本村４－２２－２５ （ニコ）第969号           平成29年 7月 1日
     0467-50-1611  (0467-50-1612) （支援診３）第1271号      平成28年 4月 1日
     （在診実２）第6号         平成28年 4月 1日
     （肝炎）第112号           平成25年 5月 1日
     （在医総管）第1651号      平成25年 5月 1日
     （在総）第1200号          平成25年 5月 1日
     （外後発使）第88号        平成28年 4月 1日
     （外化２）第71号          平成25年 8月 1日
     （エタ甲）第69号          平成25年 5月 1日
     （エタ副甲）第32号        平成25年 5月 1日
     （酸単）第39310号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  454

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3063240,363.2 おおつか形成外科クリ〒253-0044
     茅医363 ニック 茅ヶ崎市新栄町３－２阿部浅ビル
     ２Ｆ
     0467-58-2000  (0467-58-2006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064241,000.9 茅ヶ崎泌尿器科・皮フ〒253-0044
     茅医1000 科 茅ヶ崎市新栄町６－１４ザ・パー
     クハウス茅ヶ崎１Ｆ
     0467-89-6000  (0467-89-5050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3065241,001.7 茅ヶ崎わかば内視鏡ク〒253-0044 （酸単）第39311号         平成29年 4月 1日
     茅医1001 リニック 茅ヶ崎市新栄町３－２阿部浅ビル
     ３Ｆ
     0467-38-8590  (0467-38-8591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066241,002.5 みうらレディースクリ〒253-0054 一般        16（時間外１）第458号       平成26年11月 1日
     茅医1002 ニック 茅ヶ崎市東海岸南４－１１－４１ （診入院）第688号         平成27年 8月 1日
     0467-59-4103  （ハイ妊娠）第115号       平成27年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第393号         平成27年 4月 1日
     （酸単）第39312号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067241,004.1 はまみこどもくりにっ〒253-0062 （小検）第98号            平成28年 2月 1日
     茅医1004 く 茅ヶ崎市浜見平１１－１ＢＲＡＮ （脳Ⅲ）第171号           平成27年 4月 1日
     ＣＨ茅ヶ崎 （酸単）第39313号         平成29年 4月 1日
     0467-84-8972  (0467-84-8979)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068241,005.8 浜見平診療所 〒253-0062 （ニコ）第1140号          平成29年 6月 1日
     茅医1005 茅ヶ崎市浜見平１１－１ＢＲＡＮ
     ＣＨ茅ヶ崎１Ｆ
     0467-82-0727  (0467-50-0923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  455

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3069241,006.6 医療法人徳洲会　茅ヶ〒253-0052 一般       132（一般入院）第1806号      平成30年 3月 1日
     茅医1006 崎徳洲会病院 茅ヶ崎市幸町１４－１ （診療録１）第56号        平成27年 6月 1日
     0467-58-1311  (0467-58-1322) （事補１）第50号          平成29年12月 1日
     （急性看補）第173号       平成29年10月 1日
     （療）第152号             平成28年 2月 1日
     （重）第213号             平成27年 6月 1日
     （医療安全１）第264号     平成29年 5月 1日
     （感染防止１）第87号      平成29年 5月 1日
     （患サポ）第214号         平成29年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第116号       平成27年 6月 1日
     （後発使２）第31号        平成29年 6月 1日
     （病棟薬１）第100号       平成28年 6月 1日
     （データ提）第147号       平成27年10月 1日
     （退支）第218号           平成28年 9月 1日
     （認ケア）第145号         平成29年10月 1日
     （精疾診）第31号          平成28年 6月 1日
     （食）第698号             平成27年 6月 1日
     （糖管）第284号           平成30年 2月 1日
     （がん疼）第306号         平成27年 5月 1日
     （がん指１）第100号       平成30年 2月 1日
     （トリ）第67号            平成27年 5月 1日
     （ニコ）第1141号          平成29年 7月 1日
     （薬）第362号             平成27年 5月 1日
     （機安１）第170号         平成27年 5月 1日
     （支援病１）第12号        平成28年 6月 1日
     （在医総管）第1887号      平成27年 5月 1日
     （在看）第43号            平成30年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第399号         平成30年 2月 1日
     （検Ⅰ）第248号           平成27年 5月 1日
     （検Ⅱ）第143号           平成27年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第838号         平成27年 5月 1日
     （菌）第150号             平成27年 5月 1日
     （脳Ⅱ）第357号           平成27年 7月 1日
     （運Ⅰ）第285号           平成29年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第215号           平成29年 3月 1日
     （透析水２）第207号       平成27年 8月 1日
     （肢梢）第78号            平成28年 5月 1日
     （胃瘻造）第180号         平成29年 5月 1日
     （輸血Ⅱ）第126号         平成27年 5月 1日
     （輸適）第113号           平成28年 3月 1日
     （造設前）第103号         平成30年 2月 1日
     （酸単）第39314号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070241,007.4 クリニック　太陽の郷〒253-0061
     茅医1007 茅ヶ崎市南湖７－１２８６９
     0467-87-0819  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  456

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3071241,008.2 おひさまクリニック　〒253-0002 （時間外１）第483号       平成27年 5月 1日
     茅医1008 湘南 茅ヶ崎市高田５－４－３６ （支援診２）第310号       平成28年 4月 1日
     0467-55-2515  (0467-55-2516) （在緩診実）第54号        平成29年 2月 1日
     （在医総管）第1898号      平成27年 5月 1日
     （在総）第1367号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3072241,009.0 近藤クリニック 〒253-0055 （ニコ）第1151号          平成29年 7月 1日
     茅医1009 茅ヶ崎市中海岸３－８－４３ （外後発使）第119号       平成28年 4月 1日
     0467-83-2451  (0467-57-7213) （酸単）第39315号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073241,010.8 内倉整形外科 〒253-0053 （時間外２）第1246号      平成27年 6月 1日
     茅医1010 茅ケ崎市東海岸北５－１１－１０ （ニコ）第1158号          平成29年 7月 1日
     　１Ｆ
     0467-84-0070  (0467-84-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074241,011.6 早川眼科 〒253-0043 （コン１）第633号         平成29年 4月 1日
     茅医1011 茅ヶ崎市元町６－１３
     0467-87-5343  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075241,012.4 林糖尿病内科クリニッ〒253-0044 （時間外２）第1249号      平成27年 7月 1日
     茅医1012 ク 茅ケ崎市新栄町３－２Ａｂｅａｓ （ニコ）第1165号          平成29年 7月 1日
     ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　２Ｆ （在医総管）第1914号      平成27年 7月 1日
     0467-84-0884  (0467-84-0899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076241,014.0 ラスカ茅ヶ崎さとう眼〒253-0043 （コン１）第677号         平成29年 4月 1日
     茅医1014 科 茅ヶ崎市元町１－１ラスカ茅ヶ崎
     ６Ｆ
     0467-39-6643  (0467-39-6644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077241,015.7 水沼医院 〒253-0002 （支援診３）第1341号      平成29年 4月 1日
     茅医1015 茅ヶ崎市高田５－５－１０ （在医総管）第2064号      平成29年 1月 1日
     0467-52-5550  （在総）第1457号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078241,016.5 平野こどもクリニック〒253-0014
     茅医1016 茅ヶ崎市本宿町３－６
     0467-54-7775  (0467-54-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079241,018.1 ひきのクリニック 〒253-0044 （がん疼）第350号         平成28年 5月 1日
     茅医1018 茅ヶ崎市新栄町１－１　山治ビル （支援診３）第1288号      平成28年 5月 1日
     ２Ｆ東 （在診実１）第180号       平成28年 8月 1日
     050-1561-0985 (0467-84-7505) （在医総管）第1997号      平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080241,019.9 医療法人　行徳会　鶴〒253-0003 （ニコ）第1233号          平成29年 7月 1日
     茅医1019 が台菅原医院 茅ヶ崎市鶴が台１０－７－１０３ （支援診１）第39号        平成28年 6月 1日
     0467-52-3275  (0467-52-3275) （在医総管）第2023号      平成28年 6月 1日
     （在総）第1438号          平成28年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第424号         平成28年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  457

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3081241,020.7 前田整形外科・内科ク〒253-0027 （時間外１）第549号       平成28年 7月 1日
     茅医1020 リニック 茅ヶ崎市ひばりが丘１－１０ （支援診３）第1314号      平成28年 7月 1日
     0467-85-4312  (0467-85-4313) （在医総管）第2034号      平成28年 7月 1日
     （在総）第1442号          平成28年 7月 1日
     （運Ⅰ）第274号           平成28年 7月 1日
     （酸単）第39318号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082241,021.5 メンタルクリニックち〒253-0056
     茅医1021 がさき 茅ヶ崎市共恵１－２－４　木村ビ
     ル３０１
     0467-40-3063  (0467-40-3063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083241,022.3 新泉こころのクリニッ〒253-0084 （ショ小）第60号          平成28年 8月 1日
     茅医1022 ク 茅ケ崎市円蔵２４４３－６ （デ小）第95号            平成28年 8月 1日
     0467-55-8051  (0467-55-8081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084241,024.9 茅ヶ崎南口クリニック〒253-0052 （時間外１）第560号       平成29年 1月 1日
     茅医1024 茅ヶ崎市幸町２－１０　ジョイ茅 （ＨＰＶ）第427号         平成29年 1月 1日
     ヶ崎パート１　２０７号
     0467-53-7004  (0467-53-7018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085241,025.6 海老原耳鼻咽喉科医院〒253-0061 （酸単）第39319号         平成29年 4月 1日
     茅医1025 茅ヶ崎市南湖２－１４－５
     0467-82-8053  (0467-82-8053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086241,027.2 二階堂整形外科クリニ〒253-0062 （運Ⅰ）第307号           平成29年10月 1日
     茅医1027 ック 茅ヶ崎市浜見平３－１　ＢＲＡＮ
     ＣＨ茅ヶ崎２　１Ｆ
     0467-88-1154  (0467-88-1167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087241,029.8 井上内科クリニック 〒253-0085 （ニコ）第1279号          平成29年 5月 1日
     茅医1029 茅ヶ崎市矢畑７２５－１
     0467-83-6565  (0467-83-6566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088241,030.6 茅ヶ崎はまかぜ皮膚科〒253-0062
     茅医1030 茅ヶ崎市浜見平１１－１　ＢＲＡ
     ＮＣＨ茅ヶ崎２Ｆ
     0467-89-4112  (0467-89-4113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089241,031.4 茅ヶ崎耳鼻咽喉科クリ〒253-0085 （高）第301号             平成29年 5月 1日
     茅医1031 ニック 茅ヶ崎市矢畑７２５－１ （ニコ）第1287号          平成29年 5月 1日
     0467-59-4133  (0467-59-4135) （酸単）第40471号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090241,032.2 茅ヶ崎ウエストサイド〒253-0044
     茅医1032 クリニック 茅ヶ崎市新栄町１３－４５　鴨志
     田ビル２Ｆ
     0467-81-3826  (0467-81-3849)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  458

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3091241,033.0 湘南いしぐろクリニッ〒253-0043 （ニコ）第1335号          平成30年 1月 1日
     茅医1033 ク 茅ヶ崎市元町２－４　今井ビル３ （支援診３）第1425号      平成30年 1月 1日
     Ｆ （在診実１）第212号       平成30年 1月 1日
     0467-57-1100  (0467-57-1022) （在医総管）第2163号      平成30年 1月 1日
     （在総）第1537号          平成30年 1月 1日
     （酸単）第40619号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092250,073.4 湘南クリニック 〒249-0008 （時間外２）第573号       平成22年 4月 1日
     逗医73 逗子市小坪１－２５－１５ （在医総管）第537号       平成18年 4月 1日
     0467-23-2540  （１７５）第875号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093250,075.9 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒249-0006 （時間外２）第574号       平成22年 4月 1日
     逗医75 逗子市逗子１－１０－４ （１７５）第876号         平成14年 4月 1日
     0468-71-8312  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3094250,086.6 医療法人社団則天会　〒249-0005 一般        36（障害入院）第1278号      平成24年 4月 1日
     逗医86 逗子病院 逗子市桜山４－１－２０ （特施）第67号            平成20年10月 1日
     046-872-7500  (046-871-7858) （看補）第1463号          平成21年 3月 1日
     （食）第285号             昭和51年10月 1日
     （支援病３）第2号         平成22年 4月 1日
     （在医総管）第1143号      平成20年10月 1日
     （在総）第976号           平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第646号         平成24年 4月 1日
     （１７５）第877号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39320号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095250,091.6 佐藤皮膚科クリニック〒249-0006
     逗医91 逗子市逗子３－１－２２
     0468-73-3711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096250,092.4 医療法人社団柏信会　〒249-0005 療養        97（療養入院）第328号       平成30年 3月 1日
     逗医92 青木病院 逗子市桜山６－１３３６ （療養改１）第15号        平成24年10月 1日
     0468-73-6555  （認ケア）第35号          平成28年 9月 1日
     （食）第380号             昭和59年 5月 1日
     （支援病３）第34号        平成26年 3月 1日
     （在医総管）第590号       平成18年 4月 1日
     （在総）第1265号          平成26年 3月 1日
     （神経）第54号            平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第384号           平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第286号           平成29年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第216号           平成29年 3月 1日
     （認２）第11号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第39321号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097250,102.1 公益財団法人逗葉地域〒249-0003 （歯特連）第32号          平成22年 5月 1日
     (256,102.5) 医療センター 逗子市池子字桟敷戸１８９２－６ （補管）第4432号          平成13年 8月 1日
     逗医102 0468-73-7752  (0468-72-5257) （１７５）第886号         平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  459

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3098250,103.9 ハイランドクリニック〒249-0001 （ニコ）第173号           平成29年 6月 1日
     逗医103 逗子市久木８－１３－３０ （在医総管）第666号       平成18年 4月 1日
     0468-71-9420  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099250,105.4 浅田眼科クリニック 〒249-0006 （コン１）第325号         平成28年11月 1日
     逗医105 逗子市逗子５－１－９小峰ビル２
     Ｆ
     0468-73-8966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100250,113.8 間中胃腸科外科 〒249-0001 （がん指）第631号         平成24年 5月 1日
     逗医113 逗子市久木４－１２－１５
     0468-70-1820  (0468-70-1820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101250,115.3 一色医院 〒249-0001
     逗医115 逗子市久木１－３－２０
     0468-71-2345  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102250,119.5 医療法人社団桜山会　〒249-0005 一般        14（時間外１）第268号       平成24年 4月 1日
     逗医119 丸山産婦人科 逗子市桜山１－８－５ （診入院）第589号         平成24年 4月 1日
     0468-73-8103  （ハイ妊娠）第28号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第203号         平成22年 4月 1日
     （酸単）第39322号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3103250,121.1 波クリニック 〒249-0006
     逗医121 逗子市逗子２－９－２０
     0468-72-2102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104250,122.9 土田産婦人科内科 〒249-0005 （ＨＰＶ）第157号         平成22年 4月 1日
     逗医122 逗子市桜山４－６－３
     0468-71-4432  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105250,126.0 釜屋内科クリニック 〒249-0006 （時間外２）第576号       平成22年 4月 1日
     逗医126 逗子市逗子６－３－４０
     0468-71-3276  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3106250,127.8 逗子桜山クリニック 〒249-0005 （糖管）第71号            平成20年 8月 1日
     逗医127 逗子市桜山３－１０－２３ （透析水２）第183号       平成26年12月 1日
     0468-73-2155  (046-871-6941) （肢梢）第160号           平成28年12月 1日
     （酸単）第39323号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107250,128.6 逗子整形外科・内科医〒249-0006 （支援診３）第738号       平成28年 5月 1日
     逗医128 院 逗子市逗子５－５－５ （在医総管）第1222号      平成21年 7月 1日
     0468-71-2108  (046-873-5897) （在総）第923号           平成21年 7月 1日
     （運Ⅱ）第146号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39324号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  460

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3108250,130.2 逗葉内科クリニック 〒249-0005 （時間外２）第1006号      平成24年 4月 1日
     逗医130 逗子市桜山６－１－２３ （ニコ）第698号           平成29年 7月 1日
     0468-71-2548  （在医総管）第539号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第39325号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109250,131.0 持丸クリニック 〒249-0006 （時間外２）第577号       平成22年 4月 1日
     逗医131 逗子市逗子７－３－３６ （支援診３）第515号       平成28年 4月 1日
     0468-73-3154  （在診実１）第93号        平成26年 5月 1日
     （在医総管）第541号       平成18年 4月 1日
     （在総）第605号           平成18年 4月 1日
     （１７５）第881号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110250,137.7 山本小児科内科クリニ〒249-0008
     逗医137 ック 逗子市小坪３－２６－１３
     0468-72-3350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111250,139.3 野の百合クリニック 〒249-0006 （在医総管）第542号       平成18年 4月 1日
     逗医139 逗子市逗子１－７－１　河野ビル
     ２Ｆ
     0468-73-3320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112250,141.9 天野皮膚科医院 〒249-0006
     逗医141 逗子市逗子１－１１－１
     046-871-1811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113250,146.8 八尾産婦人科医院 〒249-0006 一般        10（時間外１）第130号       平成24年 4月 1日
     逗医146 逗子市逗子１－４－２４ （診入院）第624号         平成26年 5月 1日
     0468-73-1103  (046-871-8575) （ハイ妊娠）第29号        平成21年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第156号         平成22年 4月 1日
     （１７５）第883号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39326号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114250,147.6 ゆみ中医漢方クリニッ〒249-0008
     逗医147 ク 逗子市小坪１－１８－４
     0467-22-9184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115250,148.4 山本メディカルセンタ〒249-0005 （時間外２）第1052号      平成24年 4月 1日
     逗医148 ー 逗子市桜山３－１６－１ （がん指）第791号         平成24年 7月 1日
     0468-72-0009  （在医総管）第1949号      平成28年 2月 1日
     （画１）第5号             平成14年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第700号         平成24年 6月 1日
     （酸単）第39327号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  461

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3116250,149.2 逗子内科診療所 〒249-0005 （時間外２）第580号       平成22年 4月 1日
     逗医149 逗子市桜山１－５－４５ （地包加）第167号         平成29年 4月 1日
     0468-73-7122  （支援診３）第1158号      平成28年 4月 1日
     （在医総管）第544号       平成18年 4月 1日
     （在総）第608号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3117250,150.0 小林整形外科 〒249-0006 （運Ⅱ）第147号           平成18年 4月 1日
     逗医150 逗子市逗子２－４－１８
     0468-73-8775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118250,151.8 秋間医院 〒249-0005 （時間外２）第1007号      平成24年 4月 1日
     逗医151 逗子市桜山８－５－１３ （ニコ）第156号           平成29年 6月 1日
     0468-71-2707  （がん指）第1116号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第545号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119250,155.9 湘南内科ぺインクリニ〒249-0006 （時間外２）第1161号      平成26年 4月 1日
     逗医155 ック 逗子市逗子５－６－１８ （ニコ）第214号           平成29年 6月 1日
     046-872-2611  (046-872-2611) （がん指）第1362号        平成29年 8月 1日
     （酸単）第39328号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120250,157.5 医療法人　湘和会　湘〒249-0008 （時間外２）第815号       平成22年 7月 1日
     逗医157 南記念小坪クリニック逗子市小坪３－２－１ （がん疼）第365号         平成28年 9月 1日
     0467-60-0321  (0467-60-0322) （支援診２）第140号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第632号         平成24年 5月 1日
     （在医総管）第893号       平成18年 4月 1日
     （在総）第181号           平成11年 9月 1日
     （酸単）第39329号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121250,158.3 神奈川みなみ医療生活〒249-0006 （地包加）第164号         平成26年 4月 1日
     逗医158 協同組合　逗子診療所逗子市逗子４－１－７ベルメゾン （支援診２）第207号       平成29年 4月 1日
     逗子１Ｆ （がん指）第634号         平成24年 5月 1日
     0468-72-3530  (0468-72-3540) （在医総管）第547号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3122250,161.7 かみたに整形外科ペイ〒249-0004 （運Ⅱ）第148号           平成18年 4月 1日
     逗医161 ンクリニック 逗子市沼間１－８－６
     0468-70-1131  (0468-73-7115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3123250,162.5 東逗子眼科 〒249-0004 （コン１）第329号         平成28年11月 1日
     逗医162 逗子市沼間１－４－６ボヌール東
     逗子１０１
     0468-70-3107  (0468-70-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124250,163.3 若林クリニック 〒249-0006
     逗医163 逗子市逗子５－１１－３
     0468-70-5011  (0468-70-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  462

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3125250,164.1 逗子メンタルクリニッ〒249-0006
     逗医164 ク 逗子市逗子１－８－２６
     0468-72-2928  (0468-72-2928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126250,167.4 医療法人　聖岡会　新〒249-0006 （時間外２）第439号       平成22年 4月 1日
     逗医167 逗子クリニック 逗子市逗子６－５－４ （在医総管）第548号       平成18年 4月 1日
     0468-73-7721  (0468-72-2454) （在総）第610号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127250,168.2 にへい内科クリニック〒249-0006 （時間外１）第272号       平成24年 4月 1日
     逗医168 逗子市逗子２－５－２ （支援診３）第1159号      平成28年 4月 1日
     0468-72-6500  (0468-72-6636) （在医総管）第549号       平成18年 4月 1日
     （在総）第611号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128250,171.6 高橋胃腸科内科医院 〒249-0006
     逗医171 逗子市逗子２－４－１５
     0468-73-6530  (0468-73-6530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129250,172.4 かたやま内科 〒249-0003 （時間外２）第725号       平成22年 4月 1日
     逗医172 逗子市池子２－１４－２１ （１７５）第885号         平成14年 4月 1日
     0468-73-3707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130250,173.2 なぎさ眼科 〒249-0006 （コン１）第389号         平成28年11月 1日
     逗医173 逗子市逗子１－２－１５サングレ
     イス逗子２Ｆ
     0468-71-7182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3131250,174.0 逗子中央耳鼻咽喉科 〒249-0006 （高）第125号             平成14年 7月 1日
     逗医174 逗子市逗子２－１－１５
     0468-73-8733  (0468-73-8733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3132250,175.7 ヒロクリニック心療内〒249-0006
     逗医175 科 逗子市逗子２－６－２６
     046-872-2258  (046-872-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133250,176.5 センペル逗子クリニッ〒249-0001 一般        19（時間外１）第277号       平成24年 4月 1日
     逗医176 ク 逗子市久木４－２５－８ （診入院）第587号         平成26年 4月 1日
     046-873-7151  (046-873-9992) （総合評価）第20号        平成20年 4月 1日
     （食）第586号             平成17年 2月 1日
     （支援診３）第1374号      平成29年 6月 1日
     （在医総管）第551号       平成18年 4月 1日
     （在総）第1483号          平成29年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第685号         平成24年 4月 1日
     （透析水１）第163号       平成22年 4月 1日
     （肢梢）第65号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第39330号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  463

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3134250,178.1 みかべ脳神経外科クリ〒249-0006 （支援診３）第1146号      平成28年 4月 1日
     逗医178 ニック 逗子市逗子５－１４－８ （在診実１）第120号       平成26年10月 1日
     046-872-9212  (046-872-9213) （在医総管）第1287号      平成21年12月21日
     （在総）第958号           平成21年12月21日
     （神経）第156号           平成21年12月21日
     （Ｃ・Ｍ）第858号         平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135250,179.9 逗子金沢内科クリニッ〒249-0006 （酸単）第39331号         平成29年 4月 1日
     逗医179 ク 逗子市逗子２－６－２６
     046-870-6606  (046-870-6609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136250,180.7 銀座通り眼科 〒249-0006 （コン１）第443号         平成29年 4月 1日
     逗医180 逗子市逗子１－６－３－２Ｆ
     046-873-9220  (046-873-9220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137250,181.5 島田内科医院 〒249-0006 （在医総管）第556号       平成18年 4月 1日
     逗医181 逗子市逗子１－６－２２
     046-871-7078  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138250,184.9 磯見整形外科医院 〒249-0001 （時間外１）第186号       平成24年 4月 1日
     逗医184 逗子市久木８－２０－１７ （支援診３）第572号       平成28年 4月 1日
     046-872-0558  （在医総管）第985号       平成19年 7月 1日
     （在総）第776号           平成19年 7月 1日
     （脳Ⅲ）第183号           平成27年11月 1日
     （運Ⅱ）第675号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139250,187.2 医療法人　海星会　東〒249-0004 （時間外１）第188号       平成24年 4月 1日
     逗医187 逗子医院 逗子市沼間２－１０－２９ （地包加）第169号         平成29年 4月 1日
     046-871-4355  (046-871-4366) （糖管）第31号            平成20年 4月 1日
     （小か診）第44号          平成28年 4月 1日
     （支援診３）第1160号      平成28年 4月 1日
     （在診実１）第122号       平成26年10月 1日
     （在医総管）第558号       平成18年 4月 1日
     （在総）第619号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第39332号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140250,188.0 平田耳鼻咽喉科 〒249-0006 （酸単）第39333号         平成29年 4月 1日
     逗医188 逗子市逗子５－１－１２プロスパ
     ー興産ビルＡ－２階
     046-873-3281  (046-873-3281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141250,191.4 さくらクリニック 〒249-0006 （時間外２）第1008号      平成24年 4月 1日
     逗医191 逗子市逗子１－８－１８　１階 （高）第154号             平成20年 6月 1日
     046-871-3311  (046-871-4446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  464

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3142250,192.2 佐久間こどもクリニッ〒249-0006
     逗医192 ク 逗子市逗子６－４－３
     046-871-4757  (046-871-6241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143250,193.0 あおぞらクリニック 〒249-0006 （がん指）第1166号        平成26年10月 1日
     逗医193 逗子市逗子５－９－２１逗子医療 （在医総管）第1237号      平成21年 8月 1日
     センター内　２Ｆ
     046-871-6240  (046-871-6240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144250,194.8 宮崎内科医院 〒249-0006 （１７５）第3002号        平成20年12月31日
     逗医194 逗子市逗子１－８－１９
     046-871-4777  (046-873-7716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145250,195.5 逗子ありもと眼科 〒249-0006 （コン１）第508号         平成28年11月 1日
     逗医195 逗子市逗子５－９－２１
     046-871-3366  (046-871-3655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146250,196.3 逗子駅前鈴木眼科医院〒249-0006 （時間外２）第584号       平成22年 4月 1日
     逗医196 逗子市逗子５－２－５３三盛楼ビ （コン１）第512号         平成28年 4月 1日
     ル４Ｆ
     046-874-0404  (046-874-0403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147250,199.7 西本整形外科 〒249-0006 （時間外２）第1096号      平成24年11月 1日
     逗医199 逗子市逗子２－５－２５－５Ｆ （在医総管）第1589号      平成24年11月 1日
     046-870-3787  (046-870-3788) （外後発使）第120号       平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3148250,200.3 逗子銀座通りクリニッ〒249-0006 （がん疼）第223号         平成25年 2月 1日
     逗医200 ク 逗子市逗子１－７－３百丹ビル２ （支援診３）第1001号      平成28年 4月 1日
     Ｆ （在診実１）第209号       平成29年10月 1日
     046-870-3401  (046-870-3402) （がん指）第1117号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第1598号      平成24年12月 1日
     （在総）第1175号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3149250,201.1 さわだ内科・消化器内〒249-0006 （ニコ）第915号           平成29年 6月 1日
     逗医201 科 逗子市逗子２－５－２５ＤＥＮＫ （がん指）第1323号        平成29年 1月 1日
     ビル２Ｆ （酸単）第39334号         平成29年 4月 1日
     046-884-8830  (046-884-8831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150250,202.9 医療法人社団有仁会　〒249-0006 （時間外１）第365号       平成25年 8月 1日
     逗医202 湘南ライフケアクリニ逗子市逗子１－１１－２４　２Ｆ （支援診１）第26号        平成29年 4月 1日
     ック 046-870-6686  （在医総管）第1681号      平成25年 8月 1日
     （在総）第1218号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  465

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3151251,001.4 逗子メディスタイルク〒249-0006 （外来環）第1442号        平成30年 3月 1日
     (253,002.0) リニック 逗子市逗子１－５－４　１２８ビ （糖管）第224号           平成27年 4月 1日
     逗医1001 ル　４Ｆ （医管）第2197号          平成30年 1月 1日
     046-871-8333  (046-871-8688) （か強診）第629号         平成30年 2月 1日
     （歯援診）第794号         平成30年 1月 1日
     （在歯管）第236号         平成28年10月 1日
     （歯訪診）第2036号        平成28年 7月 1日
     （在推進）第143号         平成30年 3月 1日
     （歯リハ２）第392号       平成28年10月 1日
     （手顕微加）第172号       平成28年10月 1日
     （歯ＣＡＤ）第126782号    平成30年 1月 1日
     （補管）第6987号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152251,002.2 かんリウマチ・整形外〒249-0002 （時間外１）第434号       平成26年 5月 1日
     逗医1002 科クリニック 逗子市山の根１－２－１９ラ・メ （地包加）第281号         平成27年12月 1日
     ール・ブルー逗子２０１ （在医総管）第1784号      平成26年 5月 1日
     046-870-5599  (046-870-5587) （運Ⅰ）第229号           平成26年 6月 1日
     （酸単）第39336号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153251,003.0 水嶋医院 〒249-0006 （時間外２）第1199号      平成26年 9月 1日
     逗医1003 逗子市逗子１－１１－８ （がん指）第1169号        平成26年 9月 1日
     046-871-3168  (046-871-0924) （在医総管）第1827号      平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154251,005.5 逗子脳神経外科クリニ〒249-0006 （神経）第258号           平成28年 4月 1日
     逗医1005 ック 逗子市逗子１－１１－２３　ＯＣ （Ｃ・Ｍ）第859号         平成27年12月 1日
     ＥＡＮ’Ｓ６　１Ｆ
     046-876-6364  (046-876-6682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155251,006.3 おばなファミリークリ〒249-0001 （ニコ）第1209号          平成29年 6月 1日
     逗医1006 ニック 逗子市久木８－９－１９　 （支援診３）第1300号      平成28年 6月 1日
     046-854-9376  (046-854-9378) （在医総管）第2009号      平成28年 6月 1日
     （在総）第1431号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156251,007.1 医療法人海星会　東逗〒249-0004 （時間外２）第1301号      平成28年 5月 1日
     逗医1007 子整形外科クリニック逗子市沼間３－８－１５ （運Ⅰ）第294号           平成29年 6月 1日
     046-870-6677  (046-870-6678) （酸単）第39337号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157251,008.9 一般社団法人　Ｅａｓ〒249-0004 （時間外２）第1310号      平成28年 6月 3日
     逗医1008 ｔ　Ｓｈｏｎａｎ　Ｓ逗子市沼間１－１－２１
     ｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉ0468-71-3770  
     ｃｉｎｅ　Ｓｅｒｖｉ
     ｃｅｓ　東湘医院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3158251,009.7 たかしクリニック 〒249-0002 （ニコ）第1252号          平成29年 7月 1日
     逗医1009 逗子市山の根１－２－１９　ラ・ （酸単）第39338号         平成29年 4月 1日
     メール・ブルー逗子１Ｆ
     046-873-0239  (046-854-7032)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  466

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3159251,010.5 ラウＰＰＫクリニック〒249-0006
     逗医1010 逗子内科院 逗子市逗子１－８－２２　伊東ビ
     ル　１Ｆ
     046-874-5801  (046-874-5802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160251,011.3 医療法人桜薫会　さく〒249-0005 （酸単）第40457号         平成29年 4月 1日
     逗医1011 らやま小児科クリニッ逗子市桜山４－９－２１
     ク 046-870-4150  (046-870-4151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3161251,012.1 そらうみクリニック 〒249-0006 （時間外１）第596号       平成29年12月 1日
     逗医1012 逗子市逗子５－６－７　興和第二 （支援診３）第1422号      平成29年12月 1日
     ビル３Ｆ （在医総管）第2153号      平成29年12月 1日
     046-887-0268  (046-887-0668) （認２）第37号            平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  467

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3162260,038.5 医療法人社団相和会　〒252-0206 一般       161（一般入院）第1616号      平成28年10月 1日
     相医38 渕野辺総合病院 相模原市中央区淵野辺３－２－８ （診療録１）第8号         平成26年 4月 1日
     042-754-2222  (042-757-4170) （事補２）第133号         平成25年11月 1日
     （急性看補）第45号        平成28年10月 1日
     （看夜配）第73号          平成28年10月 1日
     （療）第79号              平成28年 6月 1日
     （重）第167号             平成22年 6月 1日
     （栄養チ）第35号          平成23年 4月 1日
     （医療安全１）第71号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第11号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第188号         平成25年 9月 1日
     （ハイ妊娠）第30号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第72号        平成23年 1月 1日
     （データ提）第8号         平成26年 4月 1日
     （退支）第203号           平成30年 1月 1日
     （回２）第50号            平成24年 9月 1日
     （地包ケア１）第12号      平成28年 6月 1日
     （食）第143号             昭和35年 9月 1日
     （ニコ）第707号           平成29年 7月 1日
     （開）第34号              平成15年 2月 1日
     （薬）第116号             平成23年11月 1日
     （機安１）第46号          平成20年 4月 1日
     （支援病２）第29号        平成27年 8月 1日
     （在医総管）第1497号      平成24年 3月 1日
     （ＨＰＶ）第297号         平成27年10月 1日
     （検Ⅰ）第33号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第4号             平成20年 4月 1日
     （画１）第6号             平成14年 4月 1日
     （画２）第123号           平成27年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第493号         平成24年 4月 1日
     （外化２）第52号          平成22年 8月 1日
     （菌）第56号              平成23年11月 1日
     （脳Ⅰ）第14号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第82号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第105号           平成24年 4月 1日
     （透析水１）第216号       平成24年 4月 1日
     （腎）第56号              平成18年10月 1日
     （胃瘻造）第123号         平成27年 4月 1日
     （造設前）第68号          平成25年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第83号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第91号          平成13年 4月 1日
     （酸単）第39339号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  468

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3163260,039.3 総合相模更生病院 〒252-5225 一般       168（一般入院）第1580号      平成28年11月 1日
     相医39 相模原市中央区小山３４２９ 介護        57（診療録１）第55号        平成27年 5月 1日
     042-752-1808  （事補２）第122号         平成30年 1月 1日
     （急性看補）第108号       平成28年10月 1日
     （看夜配）第46号          平成28年 4月 1日
     （療）第105号             平成23年10月 1日
     （医療安全１）第265号     平成29年 5月 1日
     （感染防止２）第12号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第199号         平成27年 6月 1日
     （ハイ妊娠）第31号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第44号        平成21年 4月 1日
     （後発使１）第71号        平成28年 9月 1日
     （病棟薬１）第62号        平成25年12月 1日
     （データ提）第9号         平成24年10月 1日
     （退支）第234号           平成29年 9月 1日
     （地包ケア１）第16号      平成26年 8月 1日
     （食）第103号             昭和33年10月 1日
     （高）第190号             平成20年10月 1日
     （がん疼）第374号         平成29年 1月 1日
     （ニコ）第242号           平成29年 7月 1日
     （ハイⅠ）第16号          平成19年 4月 1日
     （がん指）第361号         平成24年 2月 1日
     （肝炎）第46号            平成22年 4月 1日
     （薬）第211号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第174号         平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第139号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第194号           平成20年 7月 1日
     （検Ⅳ）第25号            平成22年12月 1日
     （コン１）第360号         平成29年 4月 1日
     （ポ断）第38号            平成29年 4月 1日
     （ポ断コ複）第26号        平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第495号         平成28年 3月 1日
     （抗悪処方）第65号        平成23年 1月 1日
     （外化１）第129号         平成23年 4月 1日
     （菌）第59号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第145号           平成24年 7月 1日
     （運Ⅰ）第166号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第130号           平成24年 4月 1日
     （透析水２）第223号       平成28年 7月 1日
     （胃瘻造）第33号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第12号          平成18年 4月 1日
     （輸適）第11号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第21号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第145号         平成19年 6月 1日
     （補管）第1716号          平成 8年 6月 4日
     （酸単）第39340号         平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  469

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3164260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（外来環）第456号         平成24年12月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6（一般入院）第1561号      平成29年 7月 1日
     相医40 同病院 042-772-4291  （超急性期）第53号        平成21年 9月 1日
     （診療録１）第7号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第27号          平成27年 8月 1日
     （急性看補）第37号        平成29年 7月 1日
     （看夜配）第84号          平成29年 8月 1日
     （緩診）第23号            平成24年 4月 1日
     （栄養チ）第8号           平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第19号      平成22年11月 1日
     （感染防止１）第6号       平成27年 4月 1日
     （患サポ）第16号          平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第77号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第77号        平成25年 6月 1日
     （総合評価）第100号       平成24年12月 1日
     （呼吸チ）第18号          平成22年 8月 1日
     （病棟薬１）第116号       平成29年 8月 1日
     （データ提）第10号        平成24年10月 1日
     （退支）第40号            平成28年 9月 1日
     （集３）第44号            平成28年10月 1日
     （ハイケア１）第6号       平成28年 7月 1日
     （新２）第5号             平成26年10月 1日
     （小入３）第39号          平成26年12月 1日
     （地包ケア１）第75号      平成29年 7月 1日
     （緩）第15号              平成23年10月 1日
     （食）第100号             昭和33年10月 1日
     （高）第115号             平成13年11月 1日
     （喘管）第27号            平成18年 4月 1日
     （糖管）第115号           平成22年 6月 1日
     （がん疼）第60号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第53号        平成24年10月 1日
     （がん指２）第14号        平成26年 4月 1日
     （がん指３）第5号         平成26年 4月 1日
     （外緩）第1号             平成24年 4月 1日
     （糖防管）第72号          平成26年12月 1日
     （小夜２）第8号           平成22年 4月 1日
     （夜）第15号              平成22年 4月 1日
     （トリ）第46号            平成24年 6月 1日
     （放射診）第3号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第40号            平成29年 7月 1日
     （開）第36号              平成15年11月 1日
     （がん計）第6号           平成22年 5月 1日
     （薬）第179号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第47号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第7号           平成20年 4月 1日
     （機安歯）第12号          平成24年 4月 1日
     （医管）第291号           平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  470

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （在看）第33号            平成28年 7月 1日
     （在後病）第11号          平成26年 4月 1日
     （持血測）第41号          平成29年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第243号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第102号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第125号           平成24年11月 1日
     （歩行）第7号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第6号           平成24年 4月 1日
     （小検）第6号             平成18年 4月 1日
     （画１）第7号             平成28年 7月 1日
     （画２）第54号            平成28年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第496号         平成26年12月 1日
     （冠動Ｃ）第57号          平成23年12月 1日
     （心臓Ｍ）第12号          平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第1号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第36号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第13号          平成20年 4月 1日
     （菌）第52号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第19号            平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第15号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第97号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第33号            平成24年 4月 1日
     （歯リハ２）第58号        平成26年 4月 1日
     （透析水２）第164号       平成26年 2月 1日
     （肢梢）第139号           平成28年11月 1日
     （脊刺）第51号            平成24年12月 1日
     （歯顎移）第5号           平成24年 4月 1日
     （乳セ１）第21号          平成22年 5月 1日
     （乳セ２）第21号          平成22年 5月 1日
     （乳腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （経特）第36号            平成24年 4月 1日
     （経中）第9号             平成16年 4月 1日
     （ペ）第41号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第32号            平成22年 7月 1日
     （除）第36号              平成23年 7月 1日
     （両除）第31号            平成23年 6月 1日
     （大）第18号              平成10年 4月 1日
     （胆腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （胆）第20号              平成13年 7月 1日
     （早大腸）第59号          平成26年10月 1日
     （腎）第39号              平成13年 7月 1日
     （腹前）第25号            平成29年 6月 1日
     （胃瘻造）第72号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第43号          平成22年 4月 1日
     （輸適）第121号           平成29年 4月 1日
     （造設前）第4号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第51号        平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  471

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （麻管Ⅰ）第69号          平成 9年 5月 1日
     （放専）第27号            平成15年 5月 1日
     （外放）第11号            平成20年 4月 1日
     （高放）第101号           平成18年 4月 1日
     （増線）第8号             平成26年 4月 1日
     （強度）第17号            平成27年 4月 1日
     （画誘）第9号             平成22年 4月 1日
     （体対策）第18号          平成26年 4月 1日
     （直放）第2号             平成16年 7月 1日
     （定対策）第16号          平成26年 4月 1日
     （病理診１）第5号         平成24年 4月 1日
     （口病診１）第7号         平成27年 1月 1日
     （補管）第5203号          平成16年 9月 1日
     （酸単）第39341号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  472

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3165260,042.7 東芝林間病院 〒252-0302 一般       199（病初診）第32号          平成22年 4月 1日
     (266,042.1) 相模原市南区上鶴間７－９－１ （外来環）第157号         平成20年 6月 1日
     相医42 042-742-3577  （一般入院）第1376号      平成29年 4月 1日
     （診療録２）第10号        平成12年 4月 1日
     （急性看補）第158号       平成26年10月 1日
     （療）第84号              平成29年 4月 1日
     （重）第168号             平成28年10月 1日
     （栄養チ）第95号          平成29年 7月 1日
     （医療安全２）第248号     平成25年11月 1日
     （感染防止１）第74号      平成27年 6月 1日
     （患サポ）第18号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第63号        平成29年 1月 1日
     （後発使２）第35号        平成29年 7月 1日
     （病棟薬１）第3号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第116号       平成27年 1月 1日
     （退支）第183号           平成26年 6月 1日
     （認ケア）第164号         平成30年 2月 1日
     （回２）第14号            平成29年 2月 1日
     （地包ケア１）第70号      平成29年 4月 1日
     （食）第101号             昭和33年10月 1日
     （糖管）第32号            平成20年 4月 1日
     （がん疼）第294号         平成27年 2月 1日
     （糖防管）第14号          平成24年 4月 1日
     （がん指）第1409号        平成30年 3月 1日
     （薬）第20号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第48号          平成20年 4月 1日
     （医管）第292号           平成18年 4月 1日
     （検Ⅰ）第34号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅱ）第5号             平成20年 4月 1日
     （画１）第108号           平成28年 4月 1日
     （画２）第110号           平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第498号         平成25年12月 1日
     （冠動Ｃ）第71号          平成25年12月 1日
     （心臓Ｍ）第66号          平成25年12月 1日
     （外化１）第60号          平成20年 4月 1日
     （菌）第81号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第16号            平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第93号            平成28年 4月 1日
     （集コ）第20号            平成20年 4月 1日
     （歯リハ２）第59号        平成26年 4月 1日
     （透析水２）第199号       平成27年 5月 1日
     （肢梢）第68号            平成28年 4月 1日
     （歯顎移）第6号           平成24年 4月 1日
     （ペ）第42号              平成10年 4月 1日
     （大）第99号              平成22年 4月 1日
     （腹小切）第2号           平成20年 4月 1日
     （腎）第50号              平成17年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  473

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （膀胱）第5号             平成22年 4月 1日
     （腹膀）第10号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第8号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第40号          平成18年 8月 1日
     （輸適）第14号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第6号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第5号         平成26年 4月 1日
     （人工歯根）第14号        平成24年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第50号          平成 8年 7月 1日
     （連携診）第1号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第39342号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166260,066.6 株式会社相模原ゴルフ〒252-0331 （１７５）第2770号        平成14年 5月 1日
     相医66 クラブ医務室 相模原市南区大野台４－３０－１
     042-776-8811  (042-754-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167260,068.2 医療法人寿康会　相模〒252-0334 精神       173（精神入院）第2062号      平成18年 4月 1日
     (266,068.6) 病院 相模原市南区若松１－１２－２５ （看補）第721号           平成12年 4月 1日
     相医68 042-743-0311  (042-743-0312) （精合併加算）第10号      平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第2号       平成24年 4月 1日
     （後発使１）第20号        平成28年 4月 1日
     （精療）第11号            平成26年 4月 1日
     （認治２）第12号          平成18年 4月 1日
     （食）第388号             昭和59年 9月 1日
     （精）第30号              平成10年 7月 1日
     （ショ小）第5号           平成18年 4月 1日
     （デ小）第21号            平成 7年 2月 1日
     （補管）第1702号          平成 8年 4月 1日
     （酸単）第39343号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  474

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3168260,075.7 独立行政法人地域医療〒252-0206 一般       212（外来環）第477号         平成25年 4月 1日
     (266,075.1) 機能推進機構　相模野相模原市中央区淵野辺１－２－３ （一般入院）第1631号      平成28年10月 1日
     相医75 病院 ０ （診療録１）第54号        平成27年 4月 1日
     042-752-2025  (042-754-9543) （事補１）第40号          平成26年10月 1日
     （急性看補）第153号       平成26年10月 1日
     （看夜配）第74号          平成29年 6月 1日
     （無菌２）第1号           平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第268号     平成29年10月 1日
     （感染防止２）第13号      平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第61号        平成28年 5月 1日
     （ハイ妊娠）第32号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第10号        平成21年 4月 1日
     （データ提）第11号        平成24年10月 1日
     （退支）第104号           平成24年 4月 1日
     （認ケア）第158号         平成30年 3月 1日
     （新１）第7号             平成26年10月 1日
     （新回復）第9号           平成24年 4月 1日
     （小入４）第45号          平成22年11月 1日
     （地包ケア１）第17号      平成26年 8月 1日
     （食）第140号             昭和35年 4月 1日
     （がん疼）第178号         平成24年 4月 1日
     （がん指１）第68号        平成26年 5月 1日
     （がん指２）第46号        平成26年 5月 1日
     （ハイⅠ）第8号           平成18年 4月 1日
     （がん指）第745号         平成24年 5月 1日
     （薬）第134号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第49号          平成20年 4月 1日
     （医管）第1583号          平成25年 3月 1日
     （在後病）第15号          平成26年11月 1日
     （ＨＰＶ）第160号         平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第128号           平成13年 7月 1日
     （検Ⅱ）第39号            平成20年 4月 1日
     （胎心エコ）第14号        平成22年 4月 1日
     （歩行）第8号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第497号         平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第68号        平成24年 3月 1日
     （外化１）第101号         平成22年10月 1日
     （菌）第124号             平成22年10月 1日
     （心Ⅱ）第24号            平成28年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第364号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第190号           平成25年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第118号           平成25年 4月 1日
     （がんリハ）第87号        平成29年 8月 1日
     （歯リハ２）第60号        平成26年 4月 1日
     （透析水１）第126号       平成22年 4月 1日
     （肢梢）第70号            平成28年 5月 1日
     （う蝕無痛）第104号       平成25年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  475

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歯ＣＡＤ）第831号       平成26年 7月 1日
     （手術歯根）第48号        平成25年 6月 1日
     （乳セ２）第59号          平成25年 5月 1日
     （ペ）第183号             平成22年 6月 1日
     （大）第103号             平成22年10月 1日
     （早大腸）第70号          平成29年 1月 1日
     （腹前支器）第14号        平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第94号          平成26年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第52号          平成19年 3月 1日
     （輸適）第13号            平成24年 4月 1日
     （造設前）第96号          平成28年 5月 1日
     （ＧＴＲ）第375号         平成25年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第118号         平成15年12月 1日
     （補管）第6742号          平成25年 3月 1日
     （酸単）第39344号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169260,133.4 小倉医院 〒252-0311 （１７５）第894号         平成14年 4月 1日
     相医133 相模原市南区東林間７－３２－８
     042-742-9911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170260,148.2 相模原友愛温泉病院 〒252-0328 療養       149（療養入院）第308号       平成29年10月 1日
     相医148 相模原市南区麻溝台６９７ 介護       100（療養１）第9号           平成18年 4月 1日
     042-778-1181  （総合評価）第97号        平成24年10月 1日
     （食）第665号             平成23年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第882号         平成28年 8月 1日
     （酸単）第39345号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171260,176.3 梨本病院 〒252-0227 一般        32（一般入院）第1647号      平成24年 4月 1日
     相医176 相模原市中央区光が丘１－８－７ （がん指）第329号         平成23年10月 1日
     042-753-2301  （酸単）第39346号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  476

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3172260,177.1 医療法人社団蒼紫会　〒252-0311 一般       114（一般入院）第1379号      平成29年 4月 1日
     相医177 森下記念病院 相模原市南区東林間４－２－１８ （事補１）第81号          平成29年 6月 1日
     042-742-6702  （急性看補）第106号       平成28年10月 1日
     （看夜配）第82号          平成29年 7月 1日
     （退支）第42号            平成24年 4月 1日
     （食）第206号             昭和44年 6月 1日
     （糖管）第60号            平成20年 4月 1日
     （がん指）第762号         平成24年 5月 1日
     （薬）第172号             平成 9年 8月 1日
     （電情）第20号            平成29年 2月 1日
     （機安１）第115号         平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第724号         平成24年10月 1日
     （外化２）第50号          平成22年 4月 1日
     （透析水２）第221号       平成28年 6月 1日
     （肢梢）第20号            平成28年 4月 1日
     （ペ）第138号             平成16年 9月 1日
     （胃瘻造）第1号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第39347号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173260,185.4 中西耳鼻咽喉科医院 〒252-0303 （１７５）第900号         平成14年 4月 1日
     相医185 相模原市南区相模大野５－２０－
     １３
     042-743-0548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174260,207.6 医療法人社団仁和会　〒252-0231 一般        60（一般入院）第1380号      平成28年10月 1日
     相医207 さがみ仁和会病院 相模原市中央区相模原４－１１－療養        24（療養入院）第367号       平成28年10月 1日
     ４ （看補）第1292号          平成28年10月 1日
     042-755-2133  （療養１）第138号         平成28年12月 1日
     （後発使１）第21号        平成28年 4月 1日
     （認ケア）第111号         平成29年 4月 1日
     （食）第233号             昭和46年 1月 1日
     （がん指）第749号         平成24年 5月 1日
     （支援病３）第32号        平成25年 8月 1日
     （在医総管）第591号       平成18年 4月 1日
     （在総）第1215号          平成25年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第708号         平成24年 7月 1日
     （外化２）第83号          平成29年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第395号           平成29年 7月 1日
     （運Ⅰ）第301号           平成29年 7月 1日
     （連携診）第6号           平成28年12月 1日
     （酸単）第39348号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  477

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3175260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（特定入院）第1007号      平成28年 8月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ （超急性期）第18号        平成20年 4月 1日
     相医212 042-778-8111  （診療録１）第22号        平成26年 4月 1日
     （事補１）第74号          平成28年10月 1日
     （急性看補）第47号        平成28年 8月 1日
     （看夜配）第18号          平成28年 8月 1日
     （療）第57号              平成27年 1月 1日
     （重）第208号             平成27年 2月 1日
     （無菌１）第3号           平成26年 5月 1日
     （無菌２）第4号           平成26年 5月 1日
     （緩診）第31号            平成26年11月 1日
     （精リエ）第1号           平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第35号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第57号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第19号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第8号         平成18年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第33号        平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第23号        平成21年 4月 1日
     （呼吸チ）第9号           平成22年 4月 1日
     （病棟薬１）第87号        平成27年 2月 1日
     （病棟薬２）第19号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第12号        平成24年10月 1日
     （退支）第43号            平成28年 4月 1日
     （精疾診）第3号           平成28年 4月 1日
     （救１）第6号             平成26年 7月 1日
     （救４）第7号             平成28年 8月 1日
     （集１）第7号             平成28年 8月 1日
     （ハイケア１）第23号      平成27年 2月 1日
     （ハイケア２）第34号      平成27年 7月 1日
     （脳卒中ケア）第24号      平成27年 7月 1日
     （小集）第2号             平成27年10月 1日
     （周）第2号               平成26年 7月 1日
     （小入１）第2号           平成28年 1月 1日
     （食）第247号             昭和60年12月 1日
     （ウ指）第3号             平成18年 4月 1日
     （高）第67号              平成 8年 4月 1日
     （糖管）第64号            平成20年 5月 1日
     （がん疼）第43号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第11号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第5号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第2号         平成26年 4月 1日
     （外緩）第19号            平成26年11月 1日
     （移植管臓）第1号         平成24年 4月 1日
     （糖防管）第15号          平成24年 4月 1日
     （放射診）第4号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第1120号          平成29年 7月 1日
     （ハイⅠ）第14号          平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  478

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん計）第14号          平成24年 4月 1日
     （排自）第5号             平成28年12月 1日
     （肝炎）第36号            平成22年 4月 1日
     （薬）第2号               平成22年 4月 1日
     （機安１）第50号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第8号           平成20年 4月 1日
     （医管）第1607号          平成26年 5月 1日
     （在植補心）第1号         平成28年 4月 1日
     （持血測）第25号          平成27年 5月 1日
     （遺伝検）第2号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第109号         平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第35号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第10号            平成22年 4月 1日
     （国標）第5号             平成30年 1月 1日
     （遺伝カ）第2号           平成20年 4月 1日
     （血内）第6号             平成20年 4月 1日
     （胎心エコ）第9号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第9号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第7号           平成24年 4月 1日
     （長）第1号               平成12年 4月 1日
     （神経）第56号            平成20年 4月 1日
     （補聴）第3号             平成12年 4月 1日
     （ロー検）第41号          平成29年 9月 1日
     （小検）第79号            平成26年 4月 1日
     （誘発）第14号            平成22年 4月 1日
     （画１）第52号            平成28年 4月 1日
     （画２）第113号           平成28年 4月 1日
     （ポ断）第37号            平成28年 9月 1日
     （ポ断コ複）第22号        平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第500号         平成26年 5月 1日
     （冠動Ｃ）第27号          平成26年 3月 1日
     （外傷Ｃ）第12号          平成26年 3月 1日
     （心臓Ｍ）第39号          平成26年 3月 1日
     （乳房Ｍ）第2号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第21号        平成22年 4月 1日
     （外化１）第18号          平成26年 5月 1日
     （菌）第8号               平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第7号             平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第34号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第144号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第65号            平成24年 4月 1日
     （難）第1号               平成 8年 4月 1日
     （集コ）第21号            平成20年 4月 1日
     （歯リハ２）第197号       平成26年 5月 1日
     （児春専）第1号           平成28年 4月 1日
     （血入）第1号             平成28年 4月 1日
     （エタ甲）第30号          平成16年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  479

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （エタ副甲）第2号         平成16年 4月 1日
     （透析水２）第142号       平成25年 2月 1日
     （磁膀刺）第1号           平成26年 4月 1日
     （黒セ）第3号             平成22年 4月 1日
     （組再乳）第14号          平成26年 1月10日
     （同種）第1号             平成28年 4月 1日
     （脳覚）第3号             平成28年 4月 1日
     （脳刺）第2号             平成12年 4月 1日
     （脊刺）第44号            平成24年 4月 1日
     （角膜切）第1号           平成22年 4月 1日
     （羊膜移）第4号           平成29年12月 1日
     （緑内イ）第2号           平成26年 4月 1日
     （硝切）第1号             平成24年 4月 1日
     （網膜再）第1号           平成26年 4月 1日
     （植補聴）第3号           平成 9年 2月 1日
     （内鼻Ⅴ）第1号           平成26年 4月 1日
     （顎移）第4号             平成22年 4月 1日
     （乳セ１）第17号          平成22年 4月 1日
     （乳セ２）第17号          平成22年 4月 1日
     （乳腫）第3号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第14号        平成26年 1月10日
     （経特）第25号            平成24年 4月 1日
     （カ大弁置）第5号         平成28年 2月 1日
     （脈動開）第1号           平成26年 4月 1日
     （経中）第25号            平成18年 4月 1日
     （ペ）第43号              平成10年 4月 1日
     （両ペ）第18号            平成18年 4月 1日
     （除）第10号              平成28年 2月 1日
     （両除）第9号             平成20年 4月 1日
     （大）第19号              平成10年 4月 1日
     （補心）第14号            平成18年 4月 1日
     （小補心）第1号           平成29年 4月 1日
     （植補心非）第1号         平成26年 4月 1日
     （胆腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第30号            平成28年 4月 1日
     （腹膵切）第24号          平成26年 4月 1日
     （腹膵頭）第1号           平成29年 1月 1日
     （早大腸）第42号          平成25年 7月 1日
     （腎凝固）第1号           平成24年 4月 1日
     （腹腎支器）第3号         平成28年10月 1日
     （腎植）第2号             平成20年 4月 1日
     （生腎）第2号             平成20年 4月 1日
     （膀胱）第14号            平成23年 4月 1日
     （腹膀）第1号             平成24年 4月 1日
     （人工尿）第2号           平成24年 4月 1日
     （腹前）第1号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第7号         平成25年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  480

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （胎羊）第1号             平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第19号          平成18年12月 1日
     （貯輸）第2号             平成26年 4月 1日
     （造設前）第7号           平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第36号          平成 8年 6月 1日
     （麻管Ⅱ）第11号          平成22年 4月 1日
     （放専）第5号             平成12年 4月 1日
     （外放）第12号            平成20年 4月 1日
     （高放）第102号           平成18年 4月 1日
     （増線）第1号             平成26年 4月 1日
     （強度）第8号             平成24年 3月 1日
     （画誘）第7号             平成22年 4月 1日
     （体対策）第1号           平成24年 4月 1日
     （直放）第1号             平成16年 4月 1日
     （定対策）第2号           平成24年 4月 1日
     （誘密）第1号             平成28年 4月 1日
     （連携診）第2号           平成24年 4月 1日
     （病理診２）第1号         平成24年 4月 1日
     （補管）第6988号          平成26年 5月 1日
     （先１４０）第9号         平成22年 3月 1日
     （先－２３９）第4号       平成28年11月 1日
     （先－２４１）第1号       平成28年 1月 1日
     （先－２５５）第2号       平成28年11月 1日
     （先－２６９）第1号       平成29年 3月 1日
     （先－３０２）第3号       平成30年 3月 1日
     （酸単）第39349号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176260,224.1 河津耳鼻咽喉科医院 〒252-0231
     相医224 相模原市中央区相模原１－７－５
     042-755-3879  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  481

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3177260,227.4 医療法人社団博奉会　〒252-0335 精神       200（精神入院）第2133号      平成29年 8月 1日
     相医227 相模ケ丘病院 相模原市南区下溝４３７８ （看配）第1229号          平成20年10月 1日
     042-778-0200  (042-778-3876) （看補）第798号           平成23年10月 1日
     （療）第96号              平成29年 8月 1日
     （精移行）第14号          平成20年 7月 1日
     （精救急受入）第5号       平成24年 4月 1日
     （精急１）第32号          平成29年 8月 1日
     （精療）第44号            平成26年 4月 1日
     （認治１）第22号          平成25年12月 1日
     （食）第240号             昭和48年 3月 1日
     （薬）第235号             平成13年 7月 1日
     （精）第35号              平成11年 4月 1日
     （ショ大）第26号          平成19年 2月 1日
     （デ大）第58号            平成19年 2月 1日
     （ナ）第6号               平成12年 4月 1日
     （デナ）第9号             平成12年 4月 1日
     （酸単）第39350号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178260,231.6 相模原中央メディカル〒252-0236 （小夜１）第18号          平成16年 4月 1日
     相医231 センター急病診療所 相模原市中央区富士見６－１－１ （１７５）第904号         平成14年 4月 1日
     042-756-1700  (042-756-2565) （酸単）第39351号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179260,236.5 西川整形外科医院 〒252-0311 （時間外２）第671号       平成22年 4月 1日
     相医236 相模原市南区東林間３－１０－１
     ４
     042-743-0769  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3180260,245.6 相模原市立陽光園第二〒252-0226
     相医245 陽光園 相模原市中央区陽光台３－１９－
     ２
     042-756-8410  (042-769-3706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181260,249.8 千代田クリニック 〒252-0237
     相医249 相模原市中央区千代田４－４－１
     ０
     042-757-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3182260,251.4 黒沢産婦人科医院 〒252-0313 （ＨＰＶ）第104号         平成26年 5月 1日
     相医251 相模原市南区松が枝町１－１０ （１７５）第907号         平成14年 4月 1日
     042-744-1412  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183260,252.2 菊池医院 〒252-0226
     相医252 相模原市中央区陽光台４－１６－
     ５
     042-756-0545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  482

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3184260,268.8 坂本胃腸科外科 〒252-0234
     相医268 相模原市中央区共和２－１２－１
     ４
     042-756-2611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185260,270.4 星ケ丘眼科 〒252-0226 （コン１）第337号         平成28年10月 1日
     相医270 相模原市中央区陽光台１－３－５
     042-758-0710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186260,281.1 きった耳鼻咽喉科医院〒252-0312
     相医281 相模原市南区相南１－２２－６北
     野第一ビル２Ｆ
     042-746-1208  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187260,286.0 野呂医院 〒252-0237 （酸単）第40571号         平成29年 4月 1日
     相医286 相模原市中央区千代田６－７－３
     042-758-4645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188260,292.8 橋本クリニック 〒252-0143 （透析水２）第26号        平成24年 4月 1日
     相医292 相模原市緑区橋本３－２１－５ （肢梢）第21号            平成28年 4月 1日
     042-773-1571  (042-779-2668) （酸単）第39352号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3189260,296.9 大塚医院 〒252-0312
     相医296 相模原市南区相南１－２２－６北
     野第１ビル
     042-746-1328  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3190260,297.7 青柳眼科医院 〒252-0231 （コン１）第339号         平成29年 4月 1日
     相医297 相模原市中央区相模原１－１－１
     ９
     042-758-1811  (042-758-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3191260,301.7 小林整形外科 〒252-0321 一般         8（運Ⅱ）第154号           平成18年 4月 1日
     相医301 相模原市南区相模台３－１５－３ （酸単）第39353号         平成29年 4月 1日
     042-748-5238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  483

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3192260,302.5 医療法人社団哺育会　〒252-0254 療養        83（療養入院）第267号       平成29年11月 1日
     相医302 さがみリハビリテーシ相模原市中央区下九沢５４－２ 一般        47（診療録２）第136号       平成18年 6月 1日
     ョン病院 042-773-3211  （療養１）第11号          平成29年11月 1日
     （医療安全２）第167号     平成22年 4月 1日
     （感染防止２）第15号      平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第4号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第117号       平成27年 1月 1日
     （退支）第221号           平成28年10月 1日
     （認ケア）第7号           平成28年 6月 1日
     （回１）第13号            平成26年10月 1日
     （食）第360号             昭和58年 2月 1日
     （薬）第221号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第1072号      平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第176号           平成20年 4月 1日
     （遠画）第38号            平成23年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第930号         平成29年 8月 1日
     （脳Ⅰ）第17号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第109号           平成24年 4月 1日
     （集コ）第22号            平成20年 4月 1日
     （酸単）第39354号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193260,307.4 慈誠会病院 〒252-0303 一般        25（一般入院）第1527号      平成24年 4月 1日
     相医307 相模原市南区相模大野６－１９－ （ハイ妊娠）第84号        平成21年11月 1日
     ２６ （ハイ分娩）第55号        平成21年 4月 1日
     042-742-3636  (042-742-3699) （ＨＰＶ）第111号         平成22年 4月 1日
     （酸単）第39355号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194260,312.4 川村医院 〒252-0311 （時間外３）第9号         平成24年 4月 1日
     相医312 相模原市南区東林間１－６－１４
     042-748-7818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195260,314.0 医療法人社団白寿会　〒252-0245 療養        60（療養入院）第382号       平成24年 4月 1日
     相医314 田名病院 相模原市中央区田名塩田３－１４介護        76（療養１）第1号           平成18年 4月 1日
     －３６ （食）第320号             昭和58年 4月 1日
     042-778-3080  (042-778-5377) （酸単）第39356号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196260,317.3 岩久内科クリニック 〒252-0243
     相医317 相模原市中央区上溝６－１１－２
     042-762-2552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197260,318.1 中野医院 〒252-0328 （がん指）第337号         平成23年10月 1日
     相医318 相模原市南区麻溝台５－１７－１ （在医総管）第820号       平成18年 4月 1日
     ０
     042-744-1200  (042-746-8568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  484

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3198260,326.4 武宮医院 〒252-0317
     相医326 相模原市南区御園３－１１－２
     042-743-0339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  485

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3199260,332.2 北里大学東病院 〒252-0380 一般       303（一般入院）第1746号      平成29年 4月 1日
     相医332 相模原市南区麻溝台２－１－１ 精神       110（障害入院）第1214号      平成28年 8月 1日
     042-748-9111  (042-748-9119) （診療録１）第61号        平成27年 8月 1日
     （特施）第10号            平成28年 8月 1日
     （看配）第887号           平成12年 4月 1日
     （看補）第887号           平成12年 4月 1日
     （療）第69号              平成29年 6月 1日
     （精応）第1号             平成22年 9月 1日
     （精入学）第3号           平成12年 4月 1日
     （精合併加算）第12号      平成20年 4月 1日
     （医療安全１）第21号      平成20年 4月 1日
     （感染防止２）第129号     平成27年 3月 1日
     （患サポ）第21号          平成24年 4月 1日
     （精救急紹介）第1号       平成24年 4月 1日
     （呼吸チ）第32号          平成28年 9月 1日
     （後発使３）第2号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第13号        平成24年10月 1日
     （退支）第45号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第71号          平成28年10月 1日
     （精急医配）第15号        平成26年 4月 1日
     （回２）第70号            平成28年 7月 1日
     （精救１）第3号           平成26年 4月 1日
     （精急１）第15号          平成26年 4月 1日
     （食）第417号             昭和61年 9月 1日
     （がん疼）第65号          平成23年 1月 1日
     （がん指１）第21号        平成22年 4月 1日
     （がん指２）第3号         平成26年 4月 1日
     （薬）第1号               平成22年 4月 1日
     （機安１）第51号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第193号           平成20年 6月 1日
     （検Ⅱ）第74号            平成20年 6月 1日
     （脳判）第5号             平成29年12月 1日
     （神経）第57号            平成20年 4月 1日
     （画１）第53号            平成28年 5月 1日
     （画２）第122号           平成28年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第501号         平成27年10月 1日
     （冠動Ｃ）第83号          平成27年10月 1日
     （菌）第11号              平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第35号            平成26年 1月 1日
     （脳Ⅰ）第18号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第110号           平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第35号            平成24年 4月 1日
     （集コ）第23号            平成20年 4月 1日
     （精）第7号               昭和62年 1月 1日
     （依集）第1号             平成29年12月 1日
     （抗治療）第2号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第15号        平成16年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  486

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （病理診１）第47号        平成27年 5月 1日
     （酸単）第39357号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200260,335.5 田中小児科医院 〒252-0206
     相医335 相模原市中央区渕野辺４－２２－
     １２
     042-752-2130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201260,338.9 小原医院 〒252-0314
     相医338 相模原市南区南台６－１７－４
     0427-45-9646  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202260,339.7 医療法人社団鴻友会　〒252-0137 療養       152（療養入院）第268号       平成28年 8月 1日
     相医339 湘北病院 相模原市緑区二本松１－３７－９介護        54（療養１）第13号          平成27年 6月 1日
     042-762-5351  (042-762-5352) （医療安全２）第267号     平成28年 6月 1日
     （認ケア）第132号         平成29年 8月 1日
     （食）第429号             昭和62年 4月 1日
     （がん疼）第103号         平成23年 3月 1日
     （運Ⅲ）第35号            平成18年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第12号            平成18年 4月 1日
     （１７５）第914号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第39358号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203260,343.9 箕岡医院 〒252-0242 （時間外３）第10号        平成24年 4月 1日
     相医343 相模原市中央区横山３－１０－５ （がん指）第748号         平成24年 5月 1日
     042-753-2241  （在医総管）第568号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204260,347.0 医療法人社団　塚田医〒252-0143 （外来環）第585号         平成26年10月 1日
     (266,347.4) 院 相模原市緑区橋本１－１７－２０ （医管）第1710号          平成28年 4月 1日
     相医347 042-772-6877  （か強診）第48号          平成28年 4月 1日
     （在歯管）第117号         平成28年 4月 1日
     （歯訪診）第295号         平成28年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第2013号      平成27年 7月 1日
     （補管）第5198号          平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205260,348.8 林クリニック 〒252-0225 （在医総管）第695号       平成18年 4月 1日
     相医348 相模原市中央区緑が丘２－２８－
     ３
     042-751-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  487

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3206260,353.8 医療法人社団仁恵会　〒252-0305 一般        51（一般入院）第1590号      平成28年10月 1日
     相医353 黒河内病院 相模原市南区豊町１７－３６ （診療録２）第201号       平成26年 9月 1日
     042-742-0211  （急性看補）第76号        平成28年10月 1日
     （データ提）第133号       平成27年 4月 1日
     （退支）第184号           平成29年 4月 1日
     （認ケア）第60号          平成28年10月 1日
     （食）第521号             平成 7年 3月 1日
     （がん指）第760号         平成24年 5月 1日
     （薬）第308号             平成22年 3月 1日
     （在医総管）第1625号      平成25年 3月 1日
     （検Ⅰ）第165号           平成20年 4月 1日
     （遠画）第39号            平成23年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第412号         平成28年10月 1日
     （脳Ⅱ）第363号           平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第205号           平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第225号         平成27年 7月 1日
     （酸単）第39359号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207260,354.6 神奈川北央医療生活協〒252-0303 一般        20（一般入院）第1686号      平成24年 6月 1日
     相医354 同組合　さがみ生協病相模原市南区相模大野６－２－１ （後発使３）第3号         平成28年 4月 1日
     院 １ （食）第466号             平成 2年 5月 1日
     042-743-3261  （ニコ）第104号           平成29年 7月 1日
     （電情）第21号            平成29年 2月 1日
     （コン１）第343号         平成28年 4月 1日
     （緑内イ）第14号          平成27年10月 1日
     （先１４０）第58号        平成30年 1月 1日
     （先－１９１）第6号       平成25年10月 1日
     （酸単）第39360号         平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3208260,356.1 りつの医院 〒252-0144 （時間外１）第189号       平成24年 4月 1日
     相医356 相模原市緑区東橋本２－１９－９ （地包加）第140号         平成26年 4月 1日
     042-773-3322  (042-773-3322) （小か診）第36号          平成28年 4月 1日
     （がん指）第32号          平成22年 4月 1日
     （在医総管）第1071号      平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3209260,358.7 奥平医院 〒252-0311
     相医358 相模原市南区東林間３－８－１１
     042-748-7121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210260,363.7 相模原療育園 〒252-0334 一般        60（障害入院）第1272号      平成20年10月 1日
     相医363 相模原市南区若松１－２１－９ （特施）第42号            平成20年10月 1日
     042-749-6316  (046-749-6356) （看補）第1235号          平成20年10月 1日
     （食）第607号             平成18年 4月 1日
     （神経）第161号           平成22年 4月 1日
     （障）第36号              平成18年12月 1日
     （酸単）第39361号         平成29年 4月 1日


