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    1010,006.5 平和病院 〒230-0017 045-581-2211医療法人平和会（社団髙橋　修 平23. 6. 1一般       106病院
     鶴医6 横浜市鶴見区東寺尾中台２９－１常　勤:   11）　理事長　髙橋　修 移動 療養        40療養病床
     (医      11) 平23. 6. 1内   神内 外  現存
     非常勤:   37 整外 眼   婦  
     (医      37) ひ   皮   リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,036.2 医療法人社団育成社　〒230-0012 045-581-3123医療法人社団育成社　佐々木　啓吾 昭32.10.20一般        88病院
     鶴医36 佐々木病院 横浜市鶴見区下末吉１－１３－８常　勤:    9理事長　佐々木　啓吾 内   外   呼  現存
     (医       9) 平23.10.20整外 眼   耳い
     非常勤:  103 消   リハ 放  
     (医     103) 麻   こう 循  
     小   皮   ひ  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,038.8 富士電機病院 〒230-0062 045-581-1417富士電機株式会社　代田中　亮 昭32.10.20一般        73病院
     鶴医38 横浜市鶴見区豊岡町２１－１ 常　勤:    4表取締役　北澤　通宏 内   外   皮ひ現存
     (医       4) 平23.10.20整外 放   
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,060.2 萩原医院 〒230-0062 581-6418 萩原　晃 萩原　晃 昭32.10.20産婦 診療所
     鶴医60 横浜市鶴見区豊岡町３０－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,073.5 潮田医院 〒230-0041 045-501-4769鷲見　章 鷲見　章 昭32.10.20内   小   放  診療所
     鶴医73 横浜市鶴見区潮田町３－１３３－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,137.8 東洋食品機械株式会社〒230-0001 045-571-1323東洋食品機械株式会社山中　功一 平19.10. 1内   外   耳い診療所
     鶴医137 　健康相談室 横浜市鶴見区矢向６－１９－４５常　勤:    2　取締役社長　佐々木 移動 眼   皮   現存
     (医       2)　正幸 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,167.5 山本医院 〒230-0012 045-571-3387山本　喬 山本　喬 昭34. 4. 1耳い 放   診療所
     鶴医167 横浜市鶴見区下末吉１－１８－１常　勤:    1 現存
     ９ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,169.1 矢向外科医院 〒230-0001 045-581-4634森野　周作 森野　周作 昭34. 7. 1外   整外 皮  診療所
     鶴医169 横浜市鶴見区矢向６－６－１８ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,197.2 鶴見胃腸科外科医院 〒230-0062 045-581-1691大多和　優 大多和　優 平17. 6.16胃   外   内  診療所
     鶴医197 横浜市鶴見区豊岡町１３－３ 常　勤:    2 移動 放   現存
     (医       2) 平23. 6.16
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   10010,201.2 柄沢医院 〒230-0062 045-581-5469柄澤　順子 柄澤　順子 平14.11.15皮   整外 リハ診療所
     鶴医201 横浜市鶴見区豊岡町２２－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,208.7 黒岩クリニック 〒230-0074 045-581-7587黒岩　秀子 黒岩　秀子 昭38. 8. 1神   小   診療所
     鶴医208 横浜市鶴見区北寺尾２－２－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,222.8 医療法人社団　片山整〒230-0074 045-581-7137医療法人社団片山整形片山　国昭 昭39.12. 1一般        38病院
     鶴医222 形外科記念病院 横浜市鶴見区北寺尾４－１３－１常　勤:    7外科記念病院　理事長 整外 内   放  現存
     (医       7)　片山　国昭 平21.12. 1リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,232.7 小児科佐久間医院 〒230-0076 045-581-2604佐久間　健 佐久間　健 昭40.10.15小   診療所
     鶴医232 横浜市鶴見区馬場町４－３１－１常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,235.0 上野小児科内科医院 〒230-0011 045-571-3684上野　あつ子 上野　あつ子 昭41. 1.15内   小   診療所
     鶴医235 横浜市鶴見区上末吉４－８－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,246.7 福村クリニック 〒230-0076 045-571-7464福村　勝人 福村　勝人 昭42.10. 1内   胃   小  診療所
     鶴医246 横浜市鶴見区馬場３－２２－１２常　勤:    2 循   現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,265.7 医療法人社団養心会　〒230-0074 045-581-3055医療法人社団養心会　西井　華子 昭45. 8. 1精神       140病院
     鶴医265 鶴見西井病院 横浜市鶴見区北寺尾３－３－１ 常　勤:    6理事長　西井　華子 精   神   現存
     (医       6) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,272.3 田中小児科医院 〒230-0077 045-581-2880田中　広太郎 田中　広太郎 昭46. 9.15小   診療所
     鶴医272 横浜市鶴見区東寺尾２－１５－３常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,274.9 矢野医院 〒230-0062 045-583-5281矢野　敬児 矢野　敬児 平11. 4.12胃   内   外  診療所
     鶴医274 横浜市鶴見区豊岡町１３－３６ 常　勤:    2 移動 小   現存
     (医       2) 平23. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,276.4 鈴木医院 〒230-0037 045-501-0468鈴木　昌伴 鈴木　昌伴 昭47. 7. 1内   胃   循  診療所
     鶴医276 横浜市鶴見区向井町１－６５－８常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
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   20010,279.8 汐田総合病院 〒230-0001 045-574-1011公益財団法人横浜勤労窪倉　孝道 平13. 4. 1一般       153病院
     (016,279.2) 横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 常　勤:   31者福祉協会　理事長　 移動 療養        96現存
     鶴医279 (医      28)窪倉　孝道 平25. 4. 1内   精   神  
     (歯       3) 神内 呼   消  
     非常勤:    5 胃   循   リウ
     (医       5) 小   整外 形外
     外   脳外 皮  
     ひ   こう 産婦
     眼   耳い 放  
     麻   歯   リハ
     消内　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,280.6 前原ウイメンズクリニ〒230-0076 045-573-3111前原　大作 前原　大作 平15. 5.26一般         8診療所
     鶴医280 ック 横浜市鶴見区馬場７－１６－１４常　勤:    2 移動 産   婦   現存
     (医       2) 平21. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,281.4 須田診療所 〒230-0001 045-574-2021須田　光也 須田　光也 昭49. 1. 1胃   外   産婦診療所
     鶴医281 横浜市鶴見区矢向４－３３－１０常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,298.8 ツルミ内科クリニック〒230-0022 045-503-2525川崎　昌彦 川崎　昌彦 昭53. 4. 1内   診療所
     鶴医298 横浜市鶴見区市場東中町５－１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,304.4 ツルミ藤井クリニック〒230-0022 045-503-2525藤井　正紀 藤井　正紀 昭53.12.15胃   整外 麻  診療所
     鶴医304 横浜市鶴見区市場東中町５－１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,307.7 梶山診療所 〒230-0072 045-582-0123公益財団法人横浜勤労岡山　豊 昭54. 7. 1内   神内 胃  診療所
     (016,307.1) 横浜市鶴見区梶山１－１８－９ 常　勤:    1者福祉協会　理事長　 循   整外 現存
     鶴医307 (医       1)窪倉　孝道 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,311.9 西山眼科医院 〒230-0052 045-501-7701西山　兼子 西山　兼子 昭55. 1. 1眼   診療所
     鶴医311 横浜市鶴見区生麦３－３－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,315.0 藤川耳鼻咽喉科医院 〒230-0001 045-573-6485藤川　祐司 藤川　祐司 昭55. 5. 1耳い 気食 診療所
     鶴医315 横浜市鶴見区矢向４－８－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   28010,318.4 尻手クリニック 〒230-0001 045-573-0775五十嵐　穆 五十嵐　穆 昭57. 1.18内   小   診療所
     鶴医318 横浜市鶴見区矢向３－５－４－１常　勤:    1 現存
     ０６ (医       1) 平24. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,322.6 一般社団法人鶴見区医〒230-0051 045-503-3851一般社団法人鶴見区医佐藤　忠昭 平25. 4. 1内   小   耳  診療所
     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常　勤:    1師会　理事長　佐藤　 移動 現存
     診療所 ２ (医       1)忠昭 平25. 4. 1
     非常勤:   52
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,323.4 山田医院 〒230-0015 045-581-3387山田　朋之 山田　朋之 昭56. 8. 7耳い 診療所
     鶴医323 横浜市鶴見区寺谷１－３－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,324.2 医療法人社団一灯会　〒230-0076 045-571-0792医療法人社団一灯会　原　直 昭56. 9. 1一般    診療所
     鶴医324 クリニック寺尾 横浜市鶴見区馬場４－４０－１２常　勤:    3理事長　原　直 内   小   現存
     (医       3) 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,329.1 森山皮膚科 〒230-0015 045-583-2888森山　マサミ 森山　マサミ 平19. 1. 1皮   診療所
     鶴医329 横浜市鶴見区寺谷１－３－２　山常　勤:    2 移動 現存
     田メディカルビル３０１号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,333.3 林医院 〒230-0001 045-575-2116林　敏雄 林　敏雄 昭62. 9.10内   消   循  診療所
     鶴医333 横浜市鶴見区矢向２－１４－７ 常　勤:    2 小   皮   リハ現存
     (医       2) 平23. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,335.8 村上整形外科 〒230-0062 045-575-1765村上　新二郎 村上　新二郎 昭58. 6. 1整外 リハ 診療所
     鶴医335 横浜市鶴見区豊岡町１８－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,337.4 尻手診療所 〒230-0001 045-572-1221高塚　永太郎 高塚　永太郎 昭61. 6.23内   麻   診療所
     鶴医337 横浜市鶴見区矢向２－１３－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,340.8 医療法人社団千翠会　〒230-0051 045-502-0222医療法人社団　千翠会鈴木　高遠 平14. 5. 7眼   診療所
     鶴医340 ちぐさ眼科医院 横浜市鶴見区鶴見中央４－１６－常　勤:    2　千種　浩司 移動 現存
     ３トミヤビル４Ｆ (医       2) 平26. 5. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   37010,341.6 新村医院 〒230-0078 045-571-1647新村　一郎 新村　一郎 昭62. 4. 4内   循   小  診療所
     鶴医341 横浜市鶴見区岸谷１－１０－２４常　勤:    2 皮   現存
     (医       2) 平23. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,342.4 雪吹医院 〒230-0031 045-501-3607雪吹　周秀 雪吹　周秀 昭59. 1.27内   小   性  診療所
     鶴医342 横浜市鶴見区平安町１－３８－４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,346.5 小泉整形外科 〒230-0001 045-573-1177小泉　正明 小泉　正明 昭59.11.15整外 リハ 放  診療所
     鶴医346 横浜市鶴見区矢向５－９－５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40010,350.7 医療法人社団千翠会　〒230-0051 045-502-0222医療法人社団　千翠会千種　浩司 昭60. 7. 1眼   診療所
     鶴医350 第二ちぐさ眼科医院 横浜市鶴見区鶴見中央４－１６－常　勤:    2　理事長　千種　浩司 現存
     ３ (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,355.6 眼科森山クリニック 〒230-0062 045-575-9777森山　桂子 森山　桂子 昭61. 6. 1眼   診療所
     鶴医355 横浜市鶴見区豊岡町２－３－５０常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,358.0 小原クリニック 〒230-0051 045-511-2411小原　博 小原　博 平22.10.12心内 内   精  診療所
     鶴医358 横浜市鶴見区鶴見中央１－３１－常　勤:    1 移動 現存
     ２－２１３ (医       1) 平22.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,359.8 北台診療所 〒230-0016 045-581-2144川﨑　なをみ 川﨑　なをみ 昭62. 5.15内   放   診療所
     鶴医359 横浜市鶴見区東寺尾北台７－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,365.5 横山皮膚科医院 〒230-0031 045-521-7116尹　淑香 尹　淑香 平 8. 7.25皮   診療所
     鶴医365 横浜市鶴見区平安町１－３９－５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,369.7 医療法人社団　古賀ク〒230-0076 582-0261 医療法人社団古賀クリ古賀　一誠 平元. 9. 1内   小   リハ診療所
     鶴医369 リニック 横浜市鶴見区馬場７－３０－１ 常　勤:    1ニック　理事長　古賀 放   現存
     (医       1)　一誠 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,370.5 佐藤医院 〒230-0002 045-571-4893佐藤　忠昭 佐藤　忠昭 平 2. 2.12消胃 外   こう診療所
     鶴医370 横浜市鶴見区江ケ崎町１２－１９常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   47010,373.9 矢向診療所 〒230-0001 045-581-4218佐藤　相子 佐藤　相子 平 2. 5.30内   小   婦  診療所
     鶴医373 横浜市鶴見区矢向６－３－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,375.4 医療法人　平安内科胃〒230-0031 045-502-1271医療法人　平安内科胃石井　司 平 3. 3.20内   胃   循  診療所
     鶴医375 腸科医院 横浜市鶴見区平安町２－４－８ 常　勤:    1腸科医院　理事長　石 呼   放   現存
     (医       1)井　司 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,378.8 さかもと眼科 〒230-0052 045-504-4522坂本　尚子 坂本　尚子 平13.12.25眼   診療所
     鶴医378 横浜市鶴見区生麦５－６－２ネオ常　勤:    1 移動 現存
     マイムステーションスクエア１Ｆ(医       1) 平25.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,381.2 医療法人社団　北クリ〒230-0038 045-501-8575医療法人社団北クリニ北　良彦 平 3.12. 1外   内   胃  診療所
     鶴医381 ニック 横浜市鶴見区栄町通３－３５－１常　勤:    2ック　理事長　北　良 現存
     ０ (医       2)彦 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,382.0 鶴見医療クリニック 〒230-0061 045-575-0055有馬　進太郎 有馬　進太郎 平 4. 5. 1内   精   外  診療所
     鶴医382 横浜市鶴見区佃野町３５－１サミ常　勤:    1 整外 皮   ひ  現存
     ットビル (医       1) 平22. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,383.8 医療法人社団鶴昭会　〒230-0077 045-581-4003医療法人社団鶴昭会　山崎　敏浩 平 4. 8. 1内   小   診療所
     鶴医383 山崎医院 横浜市鶴見区東寺尾６－３２－１常　勤:    2理事長　山崎　敏浩 現存
     ５ (医       2) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,387.9 医療法人　畑整形外科〒230-0022 045-511-5008医療法人　畑整形外科畑　昌輝 平 5. 3. 1整外 診療所
     鶴医387 横浜市鶴見区市場東中町１１－１常　勤:    1　理事長　畑　昌輝 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,388.7 千歳皮膚科 〒230-0012 045-585-6007葛西　邦博 葛西　邦博 平 7. 3. 2皮   診療所
     鶴医388 横浜市鶴見区下末吉１－２３－１常　勤:    1 移動 現存
     クレール末吉１Ｆ (医       1) 平22. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,389.5 医療法人社団福寿会　〒230-0062 045-581-4489医療法人社団　福寿会西村　有希子 平 5. 6. 1眼   内   他  診療所
     鶴医389 福田記念本宮眼科内科横浜市鶴見区豊岡町１７－１９大常　勤:    1　理事長　西村　有希 組織変更 現存
     医院 倉ビル２Ｆ (医       1)子 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,391.1 古谷小児科 〒230-0041 045-501-9160古谷　正伸 古谷　正伸 平 5. 6.15小   診療所
     鶴医391 横浜市鶴見区潮田町２－１１３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   57010,395.2 橋本小児科 〒230-0012 045-581-5447医療法人社団　すずら橋本　節子 平10. 3. 3小   内   アレ診療所
     鶴医395 横浜市鶴見区下末吉１－２４－１常　勤:    1ん会　理事長　橋本　 移動 現存
     ５すみれビル２階 (医       1)節子 平22. 3. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58010,398.6 医療法人社団　慶進会〒230-0023 045-501-5361医療法人社団　慶進会宮地　清光 平24. 4. 1内   小   診療所
     鶴医398 　慶宮医院 横浜市鶴見区市場西中町２－２ 常　勤:    1　理事長　宮地　清光 移動 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59010,400.0 鶴見クリニック 〒230-0062 045-584-8233貫井　文彦 貫井　文彦 平 6. 9. 1内   形外 ひ  診療所
     鶴医400 横浜市鶴見区豊岡町６－９サンワ常　勤:    1 新規 現存
     イズビル３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,401.8 豊田医院 〒230-0011 045-581-7649豊田　恵徳 豊田　恵徳 平18.10. 1内   小   診療所
     鶴医401 横浜市鶴見区上末吉１－１３－１常　勤:    1 移動 現存
     ６ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61010,402.6 医療法人社団　慶進会〒230-0077 045-582-5610医療法人社団　慶進会青木　幹 平 7. 1.15内   診療所
     鶴医402 　東寺尾第２クリニッ横浜市鶴見区東寺尾１－３９－１常　勤:    1　理事長　宮地　清光 新規 現存
     ク ６ (医       1) 平22. 1.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,403.4 つるみ眼科 〒230-0051 045-505-6868岡野　仁 岡野　仁 平 7. 4.15眼   診療所
     鶴医403 横浜市鶴見区鶴見中央４－７－１常　勤:    1 新規 現存
     １木曽屋第３ビル１０１号 (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,405.9 医療法人　畑医院 〒230-0023 045-501-2019医療法人　畑医院　理畑　宗一郎 平 7. 6. 1内   小   胃  診療所
     鶴医405 横浜市鶴見区市場西中町６－２３常　勤:    1事長　畑　實 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,406.7 医療法人社団　やまゆ〒230-0061 045-583-1175医療法人社団　やまゆ森　睦 平 7.10.15内   診療所
     鶴医406 り会　つくのクリニッ横浜市鶴見区佃野町２４－２５ 常　勤:    1り会　理事長　森　睦 新規 現存
     ク (医       1) 平22.10.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65010,407.5 医療法人社団　桜英会〒230-0001 045-581-6070医療法人社団　桜英会原田　英博 平 7.11. 1内   小   診療所
     鶴医407 　さくら診療所 横浜市鶴見区矢向５－４－３４ 常　勤:    1　理事長　原田　英博 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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   66010,408.3 宮川医院 〒230-0074 045-585-5505医療法人社団　宮川医宮川　具巳 平 7.11. 1内   循   小  診療所
     鶴医408 横浜市鶴見区北寺尾６－７－１９常　勤:    2院　理事長　宮川　具 組織変更 現存
     (医       2)巳 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67010,411.7 渡部クリニック 〒230-0051 045-506-3657医療法人社団　渡部ク渡部　創 平 7.12. 1内   小   皮  診療所
     鶴医411 横浜市鶴見区鶴見中央４－４３－常　勤:    1リニック　理事長　渡 組織変更 呼   アレ 現存
     ６第六日野ビル１階 (医       1)部　創 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68010,414.1 宮崎整形外科皮フ科 〒230-0051 045-506-1771宮崎　麻男 宮崎　麻男 平 8. 4. 1整外 皮   リハ診療所
     鶴医414 横浜市鶴見区鶴見中央４－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ５キャッスルマンション鶴見１階(医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69010,415.8 坂本クリニック 〒230-0052 045-505-0347坂本　和典 坂本　和典 平13.12.28内   循   診療所
     鶴医415 横浜市鶴見区生麦５－６－２ネオ常　勤:    1 移動 現存
     マイムステーションスクエア１０(医       1) 平25.12.28
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,416.6 生麦病院 〒230-0052 045-521-1191岡田　啓二 岡田　啓二 平 8. 6. 1一般        41病院
     鶴医416 横浜市鶴見区生麦１－１４－２１常　勤:    2 交代 内   消   外  療養病床
     (医       2) 平23. 6. 1整外 現存
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71010,417.4 森山病院 〒230-0041 045-501-1479森山　建雄 森山　建雄 平 8. 7. 1療養        56病院
     鶴医417 横浜市鶴見区潮田町３－１４５－常　勤:    1 交代 内   外   整外療養病床
     ４ (医       1) 平23. 7. 1皮   こう 現存
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72010,418.2 早川医院 〒230-0051 045-501-7070早川　誠悟 早川　誠悟 平13.11.21内   循   小  診療所
     鶴医418 横浜市鶴見区鶴見中央１－８－１常　勤:    1 移動 外   整外 アレ現存
     ０フォンターナ鶴見１Ｆ (医       1) 平25.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,420.8 熊切産婦人科 〒230-0062 045-571-0211明石　敏男 明石　敏男 平 8.10. 1一般        17診療所
     鶴医420 横浜市鶴見区豊岡町１０－２ 常　勤:    3 交代 産婦 現存
     (医       3) 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   74010,422.4 冨士見クリニック 〒230-0026 045-511-0243医療法人社団崇英会　岸川　哲二郎 平 8.11. 1内   胃   循  診療所
     鶴医422 横浜市鶴見区市場富士見町８－８常　勤:    1理事長　岸川　哲二郎 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75010,424.0 南武クリニック 〒230-0001 045-571-8806医療法人　南武クリニ森山　雄吉 平11. 3.30内   胃   こう診療所
     鶴医424 横浜市鶴見区矢向４－７－２１ラ常　勤:    2ック　理事長　三枝　 移動 皮   アレ 小  現存
     イオンズビル尻手４０１ (医       2)由紀子 平23. 3.30
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76010,426.5 臼井耳鼻咽喉科 〒230-0047 045-501-6764曽我　敏恵 曽我　敏恵 平10. 3. 7耳い 診療所
     鶴医426 横浜市鶴見区下野谷町４－１７９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77010,427.3 西村レディースクリニ〒230-0051 045-510-1515西村　順一 西村　順一 平10. 6. 1一般         3診療所
     鶴医427 ック 横浜市鶴見区鶴見中央１－２７－常　勤:    1 新規 婦   産   内  現存
     ４ニッコーハイム鶴見中央１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78010,428.1 渡辺医院 〒230-0041 045-501-6457医療法人社団　恵幸会渡辺　雄幸 平10. 5.18内   神内 呼  診療所
     鶴医428 横浜市鶴見区潮田町３－１３３－常　勤:    2　理事長　渡辺　雄幸 組織変更 循   胃   小  現存
     ２ (医       2) 平22. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79010,429.9 村上医院 〒230-0022 045-501-7727村上　次夫 村上　次夫 平10. 7. 1内   小   皮  診療所
     鶴医429 横浜市鶴見区市場東中町１０－２常　勤:    2 交代 外   現存
     ５ (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80010,430.7 宮野耳鼻咽喉科医院 〒230-0001 045-581-1682医療法人社団　碩仁会宮野　龍太 平10. 7. 1耳い 診療所
     鶴医430 横浜市鶴見区矢向３－３７－５ 常　勤:    1　理事長　宮野　孝治 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81010,439.8 内科・小児科前広医院〒230-0062 045-571-2333医療法人内科・小児科前廣　康平 平11. 6. 1内   小   消  診療所
     鶴医439 横浜市鶴見区豊岡町１０－７ 常　勤:    2前広医院　理事長　前 組織変更 現存
     (医       2) 　康平 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82010,443.0 斉藤内科医院 〒230-0052 045-508-3237齋藤　浩 齋藤　浩 平12. 1. 1内   診療所
     鶴医443 横浜市鶴見区生麦３－８－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   83010,445.5 医療法人社団　望星会〒230-0063 045-581-2573医療法人社団　望星会王　恒維 平12. 2. 1一般        60病院
     鶴医445 　鶴見西口病院 横浜市鶴見区鶴見１－１２－３１常　勤:    3　理事長　白井　哲夫 組織変更 内   整外 現存
     (医       3) 平24. 2. 1循内　腎内
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84010,446.3 にしむら皮フ科形成外〒230-0001 045-586-1224西村　篤 西村　篤 平12. 4. 1皮   形外 診療所
     鶴医446 科 横浜市鶴見区矢向５－６－２２飯常　勤:    1 新規 現存
     塚眼科ビル３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85010,447.1 蘇内科クリニック 〒230-0048 045-508-1871蘇　建宇 蘇　建宇 平12. 4.15内   循   消  診療所
     鶴医447 横浜市鶴見区本町通１－６宝屋フ常　勤:    1 新規 呼   現存
     ァニチャー貸店舗１Ｆ東側 (医       1) 平24. 4.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86010,448.9 医療法人　健美会　新〒230-0074 045-570-0385医療法人　健美会　理新田　健太郎 平12. 9. 1耳い 診療所
     鶴医448 田耳鼻咽喉科 横浜市鶴見区北寺尾１－１４－８常　勤:    1事長　新田　健太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87010,450.5 古谷整形外科 〒230-0041 045-501-6461古谷　正博 古谷　正博 平13. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     鶴医450 横浜市鶴見区潮田町２－１１３－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88010,451.3 うしおだ診療所 〒230-0048 045-521-5147公益財団法人　横浜勤長浜　政博 平24. 5. 1内   神内 外  診療所
     (016,451.7) 横浜市鶴見区本町通１－１６－１常　勤:    5労者福祉協会　代表理 移動 整外 脳外 ひ  現存
     鶴医451 (医       3)事　窪倉　孝道 平24. 5. 1眼   皮   精  
     (歯       2) 歯   小歯 矯歯
     非常勤:   39
     (医      35)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89010,453.9 宮本眼科 〒230-0026 045-506-5887医療法人社団　宮本眼宮本　圭福 平13. 9. 1眼   診療所
     鶴医453 横浜市鶴見区市場富士見町８－２常　勤:    1科　理事長　宮本　圭 組織変更 現存
     (医       1)福 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90010,454.7 川端こどもクリニック〒230-0052 045-505-6670川端　清 川端　清 平13.11. 1小   アレ 内  診療所
     鶴医454 横浜市鶴見区生麦５－２１－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91010,457.0 大関医院 〒230-0041 045-501-4328篠原　惠美 篠原　惠美 平13.12.15皮   内   診療所
     鶴医457 横浜市鶴見区潮田町１－３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12.15
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   92010,458.8 井澤耳鼻咽喉科医院 〒230-0051 045-502-1380小松﨑　靖 小松﨑　靖 平14. 5. 1耳い 診療所
     鶴医458 横浜市鶴見区鶴見中央１－２６－常　勤:    1 移動 現存
     ３ＦＫビル１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93010,459.6 優美　子供クリニック〒230-0071 045-576-6226マクパーランド優美子マクパーランド　優美平14. 4.15小   診療所
     鶴医459 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２武常　勤:    1 子 新規 現存
     田メディカルビルディング４Ｆ (医       1) 平26. 4.15
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94010,460.4 秋元眼科クリニック 〒230-0071 045-572-7053秋元　茂行 秋元　茂行 平14. 4.15眼   診療所
     鶴医460 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２武常　勤:    1 新規 現存
     田メディカルビルディング１Ｆ－(医       1) 平26. 4.15
     Ａ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95010,462.0 神内科 〒230-0001 045-580-2233神　康之 神　康之 平14. 4.15内   放   診療所
     鶴医462 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健常　勤:    2 新規 現存
     ナビメディカルモール２Ｆ (医       2) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96010,465.3 みずの心療内科 〒230-0001 045-431-4272水野　忠興 水野　忠興 平14. 6. 1心内 内   精  診療所
     鶴医465 横浜市鶴見区矢向５－９－２３ 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97010,467.9 メイトクリニック鶴見〒230-0062 045-570-0560川名　明德 川名　明德 平14. 7. 1精   神   心内診療所
     鶴医467 横浜市鶴見区豊岡町１８－９エミ常　勤:    1 新規 内   現存
     ネンス日建ビル３０１．３０２号(医       1) 平26. 7. 1
     室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98010,468.7 ふくし内科クリニック〒230-0071 045-573-7191福士　幸彦 福士　幸彦 平14. 7.15内   消   小  診療所
     鶴医468 横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99010,470.3 佐藤眼科医院 〒230-0074 045-581-7158佐藤　成明 佐藤　成明 平15. 1. 1眼   診療所
     鶴医470 横浜市鶴見区北寺尾１－４－１４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100010,471.1 芝山内科 〒230-0025 045-501-4379芝山　幸久 芝山　幸久 平15. 1. 1内   心内 診療所
     鶴医471 横浜市鶴見区市場大和町４－２８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
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  101010,472.9 神経科内科佐藤医院 〒230-0015 045-581-3356中島　由美子 中島　由美子 平15. 1. 1神   精   内  診療所
     鶴医472 横浜市鶴見区寺谷２－１－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102010,473.7 浅川産婦人科医院 〒230-0062 045-581-3541医療法人　皓慈会　理星野　眞也子 平15. 1. 1一般        16診療所
     鶴医473 横浜市鶴見区豊岡町２２－１５ 常　勤:    3事長　星野　眞也子 組織変更 産婦 現存
     (医       3) 平21. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103010,474.5 鶴見中央クリニック 〒230-0051 045-506-5554医療法人　健人会　理西村　正人 平15. 1. 1内   消   小  診療所
     鶴医474 横浜市鶴見区鶴見中央３－１－２常　勤:    1事長　西村　正人 組織変更 リハ 現存
     ７エスバイエルマンション鶴見中(医       1) 平21. 1. 1
     央１０５ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104010,476.0 飯塚眼科医院 〒230-0001 045-586-0801医療法人志貴会　飯塚飯塚　隆 平15. 5. 1眼   診療所
     鶴医476 横浜市鶴見区矢向５－６－２２ 常　勤:    1眼科医院　理事長　飯 組織変更 現存
     (医       1)塚　隆 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105010,479.4 ほしの耳鼻咽喉科医院〒230-0026 045-504-4511星野　功 星野　功 平25.12. 1耳い 診療所
     鶴医479 横浜市鶴見区市場富士見町１１－常　勤:    1 移動 現存
     １７ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106010,480.2 田原小児科内科医院 〒230-0076 045-581-2693田原　佳子 田原　佳子 平16. 4. 1内   小   診療所
     鶴医480 横浜市鶴見区馬場１－６－３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107010,481.0 やしの木クリニック 〒230-0031 045-500-1184医療法人回生会　理事髙倉　巖 平16. 4.15小   内   診療所
     鶴医481 横浜市鶴見区平安町２－２８－１常　勤:    1長　大屋敷　万美 新規 現存
     ヨコハマアイランドガーデン１Ｆ(医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108010,483.6 川口クリニック 〒230-0051 045-508-0089川口　英雄 川口　英雄 平16. 7. 1内   皮   外  診療所
     鶴医483 横浜市鶴見区鶴見中央１－１５－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109010,486.9 清水医院 〒230-0062 045-581-1699清水　幹子 清水　幹子 平16. 7.23内   外   皮  診療所
     鶴医486 横浜市鶴見区豊岡町２３－８ 常　勤:    2 交代 胃   こう ひ  現存
     (医       2) 平22. 7.23
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  110010,487.7 ノムラメディカルクリ〒230-0074 045-575-3538野村　修三 野村　修三 平17. 1.15アレ 診療所
     鶴医487 ニック 横浜市鶴見区北寺尾４－２６－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111010,489.3 くらた内科クリニック〒230-0062 045-576-3370倉田　文秋 倉田　文秋 平17. 4. 1内   循   呼  診療所
     鶴医489 横浜市鶴見区豊岡町２－３フーガ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ３ビル５０５号室 (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112010,494.3 千葉整形外科リウマチ〒230-0062 045-584-0088千葉　英史 千葉　英史 平18. 4.15整外 リウ リハ診療所
     鶴医494 科医院 横浜市鶴見区豊岡町７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113010,495.0 秋山みつる眼科 〒230-0001 045-570-3260医療法人社団　愛満会秋山　満 平18. 4. 1眼   診療所
     鶴医495 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健常　勤:    1　理事長　秋山　満 組織変更 現存
     ナビメディカルモール２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114010,496.8 おおはし整形外科クリ〒230-0001 045-580-1154大橋　栄 大橋　栄 平18. 4.15整外 リハ 診療所
     鶴医496 ニック 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健常　勤:    1 新規 現存
     ナビメディカルモール２Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115010,497.6 石井医院 〒230-0052 045-501-5531医療法人　真善会　理小柴　弘己 平18. 5. 1内   小   アレ診療所
     鶴医497 横浜市鶴見区生麦５－８－４４ 常　勤:    2事長　小柴　裕子 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116010,498.4 あらた内科医院 〒230-0062 045-580-5117荒田　義久 荒田　義久 平18. 6.15内   循   診療所
     鶴医498 横浜市鶴見区豊岡町７－７鶴見駅常　勤:    1 新規 現存
     西口医療ビル３Ｆ (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117010,499.2 岡本こどもクリニック〒230-0062 045-570-0377岡本　則彦 岡本　則彦 平18. 7. 1小   アレ 内  診療所
     鶴医499 横浜市鶴見区豊岡町７－７鶴見西常　勤:    1 新規 現存
     口医療ビル１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118010,500.7 うしおだ在宅クリニッ〒230-0001 045-570-5112公益財団法人横浜勤労塩田　純一 平26. 6. 1内   神内 診療所
     鶴医500 ク 横浜市鶴見区矢向１－５－２６ 常　勤:    4者福祉協会　理事長　 移動 現存
     (医       4)窪倉　孝道 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    14 頁

  119010,501.5 ツルミ東邦クリニック〒230-0022 045-503-2525小野　邦春 小野　邦春 平18. 8.12内   皮   婦  診療所
     鶴医501 横浜市鶴見区市場東中町５－１１常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平24. 8.12
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120010,502.3 はしづめクリニック 〒230-0031 045-500-2133橋爪　由紀夫 橋爪　由紀夫 平18.10. 1内   消   外  診療所
     鶴医502 横浜市鶴見区平安町１－３６－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121010,503.1 畑耳鼻咽喉科 〒230-0022 045-508-1133畑　邦彦 畑　邦彦 平18.10.15耳い 診療所
     鶴医503 横浜市鶴見区市場東中町１１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122010,504.9 さなだ医院 〒230-0051 045-501-1117医療法人社団　衆和會眞田　喬子 平18.11. 1内   小   アレ診療所
     鶴医504 横浜市鶴見区鶴見中央４－２－３常　勤:    2　理事長　眞田　壽彦 組織変更 皮   ひ   外  現存
     (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123010,507.2 クリニック佐々木 〒230-0011 045-580-3105医療法人社団　育成社玉置　幸恵 平18.12. 1内   診療所
     鶴医507 横浜市鶴見区上末吉１－１－１６常　勤:    4　理事長　佐々木　啓 新規 現存
     (医       4)吾 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124010,508.0 豊岡アイクリニック 〒230-0015 045-571-5861医療法人社団　豊岡ア小池　均 平18.12.15眼   診療所
     鶴医508 横浜市鶴見区寺谷１－３－２　山常　勤:    1イクリニック　理事長 新規 現存
     田メディカルビル２０１号室 (医       1)　小池　均 平24.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125010,510.6 さとう内科クリニック〒230-0071 045-573-5419佐藤　員久 佐藤　員久 平19. 2. 1内   診療所
     鶴医510 横浜市鶴見区駒岡５－５－１２　常　勤:    1 新規 現存
     武田メディカルビル３０１号 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126010,511.4 橋爪医院 〒230-0015 045-581-3064橋爪　敬三 橋爪　敬三 平19.10. 1内   胃   外  診療所
     鶴医511 横浜市鶴見区寺谷２－１３－７ 常　勤:    1 移動 整外 形外 脳外現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  127010,512.2 恩賜財団　済生会　横〒230-0012 045-576-3000社会福祉法人恩賜財団三 　隆彦 平19. 3.15一般       510病院
     (016,512.6) 浜市東部病院 横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 常　勤:  194済生会支部神奈川県済 新規 精神        50現存
     鶴医512 (医     192)生会　支部長　正木　 平25. 3.15内   循   消  
     (歯       2)義博 神内 小   外  
     非常勤:   43 整外 形外 脳外
     (医      42) 呼   呼外 心外
     (歯       1) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     精   放   麻  
     歯外 病理 他  
     救急　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128010,513.0 医療法人　秋陽記念会〒230-0051 045-508-3611医療法人　秋陽記念会田中　正顕 平19. 5. 1小   内   外  診療所
     鶴医513 　あしほ総合クリニッ横浜市鶴見区鶴見中央３－１０ 常　勤:    4　理事長　田中　正顕 組織変更 産婦 整外 脳外現存
     ク (医       4) 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129010,514.8 小出内科・胃腸科 〒230-0063 045-584-8733医療法人　銀杏会　理小出　浩平 平19. 5. 1内   消   診療所
     鶴医514 横浜市鶴見区鶴見１－１１－１７常　勤:    1事長　小出　浩平 組織変更 現存
     ベルシャムＴＯＫ１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130010,515.5 宮下クリニック 〒230-0062 045-580-1231医療法人社団　宮下ク宮下　裕子 平19. 8. 1内   呼   アレ診療所
     鶴医515 横浜市鶴見区豊岡町３－１７朝日常　勤:    1リニック　理事長　宮 組織変更 皮   現存
     生命鶴見ビル４Ｆ (医       1)下　裕子 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131010,516.3 小菅医院 〒230-0012 045-571-4356小菅　紀子 小菅　紀子 平19.10. 1小   内   アレ診療所
     鶴医516 横浜市鶴見区下末吉１－２１－２常　勤:    2 交代 皮   現存
     ２ (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132010,517.1 ほしの泌尿器科 〒230-0062 045-489-3705星野　孝夫 星野　孝夫 平20. 5. 1ひ   診療所
     鶴医517 横浜市鶴見区豊岡町２２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133010,519.7 ふれあい鶴見ホスピタ〒230-0077 045-586-1717医療法人社団　康心会森　直作 平23. 4. 1一般       108病院
     鶴医519 ル 横浜市鶴見区東寺尾４－４－２２常　勤:    7　理事長　大屋敷　芙 移動 療養        54療養病床
     (医       7)志枝 平23. 4. 1内   外   脳外現存
     非常勤:   26 ひ   整外 皮  
     (医      26) 神内 リハ 呼内
     循内　血内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  134010,520.5 安藤内科クリニック 〒230-0001 045-573-3651安藤　治憲 安藤　治憲 平20.10. 1内   他   診療所
     鶴医520 横浜市鶴見区矢向５－５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135010,521.3 三島耳鼻咽喉科医院 〒230-0078 045-571-4605三島　陽人 三島　陽人 平21. 1. 1耳い 診療所
     鶴医521 横浜市鶴見区岸谷３－１－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136010,523.9 飯山医院 〒230-0077 045-582-9755荒井　慶子 荒井　慶子 平21.10. 1内   小   他  診療所
     鶴医523 横浜市鶴見区東寺尾５－３－１２常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平21.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137010,526.2 医療法人社団　善仁会〒230-0062 045-580-1266医療法人社団　善仁会平良　隆保 平22. 3. 1他   診療所
     鶴医526 　つるみ腎クリニック横浜市鶴見区豊岡町２０－１６プ常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ラウドフラット鶴見Ⅱ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138010,527.0 エミング横浜鶴見クリ〒230-0051 045-633-8895医療法人社団　幸遊会小杉　武史 平22. 6. 1内   小   診療所
     鶴医527 ニック 横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８常　勤:    1　理事長　小杉　武史 新規 現存
     ドメスティックプラザ鶴見Ⅱ　３(医       1) 平22. 6. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139010,528.8 津崎小児科 〒230-0062 045-583-1211津﨑　さゆ美 津﨑　さゆ美 平22.10. 1小   アレ 診療所
     鶴医528 横浜市鶴見区豊岡町３８－３２　常　勤:    1 新規 現存
     ウェスチングハウスⅢ　１Ｆ　 (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140010,529.6 鶴見循環器クリニック〒230-0051 045-508-5781山本　慎吾 山本　慎吾 平22. 9. 1内   他   診療所
     鶴医529 横浜市鶴見区鶴見中央５－４－１常　勤:    1 交代 現存
     ０ベルス・ベイサイド１Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141010,530.4 横浜ハビリテーション〒230-0062 045-717-7775日原　信彦 日原　信彦 平23. 5. 1リハ 心内 他  診療所
     鶴医530 クリニック 横浜市鶴見区豊岡町６－９　サン常　勤:    1 新規 現存
     ワイズビル２Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142010,532.0 医療法人　健希会　あ〒230-0001 045-570-4112医療法人　健希会　理相原　英雄 平23. 6.23皮   形外 診療所
     鶴医532 いはらクリニック皮フ横浜市鶴見区矢向５－９－２３　常　勤:    1事長　相原　英雄 交代 現存
     科形成外科 健ナビメディカルモール３Ｆ (医       1) 平23. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143010,534.6 ひまわり皮膚科 〒230-0026 045-502-3121菅野　与志子 菅野　与志子 平24. 4. 1皮   診療所
     鶴医534 横浜市鶴見区市場富士見町８－８常　勤:    1 新規 現存
     日神パレステージ鶴見市場第２－(医       1) 平24. 4. 1
     １０１
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  144010,535.3 はぐ組こどもクリニッ〒230-0001 045-717-7220髙階　慎子 髙階　慎子 平24. 4. 1小   診療所
     鶴医535 ク 横浜市鶴見区矢向５－６－２２飯常　勤:    1 新規 現存
     塚眼科ビル１０１ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145010,536.1 嶺　整形外科クリニッ〒230-0051 045-508-7710医療法人社団　三朋会嶺　裕之 平24. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     鶴医536 ク 横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８常　勤:    1　理事長　嶺　裕之 交代 現存
     ドメスティックプラザ鶴見Ⅱ２Ｆ(医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146010,537.9 ほほえみ内科クリニッ〒230-0078 045-580-0030医療法人社団　悠仁会大友　哲 平24. 5. 1内   アレ 神内診療所
     鶴医537 ク 横浜市鶴見区岸谷１－２２－２２常　勤:    1　理事長　石川　直将 新規 現存
     　１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147010,538.7 稲森医院 〒230-0042 045-501-3537医療法人　鹿浜会　理稲森　一宏 平24. 5. 1内   小   診療所
     鶴医538 横浜市鶴見区仲通１－５８－７－常　勤:    1事長　稲森　一宏 交代 現存
     １Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148010,539.5 耳鼻咽喉科田中医院 〒230-0062 045-581-3378樋口　彰宏 樋口　彰宏 平24. 8. 7一般         9診療所
     鶴医539 横浜市鶴見区豊岡町６－７ 常　勤:    1 交代 耳い 現存
     (医       1) 平24. 8. 7
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149010,540.3 木下眼科 〒230-0051 045-506-5007木下　直樹 木下　直樹 平24.11. 1眼   診療所
     鶴医540 横浜市鶴見区鶴見中央１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     シァル鶴見５Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150010,541.1 櫻井医院 〒230-0011 045-581-1928医療法人　櫻温会　理櫻井　温子 平24.12. 1内   皮   外  診療所
     鶴医541 横浜市鶴見区上末吉２－１６－２常　勤:    1事長　櫻井　温子 交代 リハ 他   現存
     ０ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151010,543.7 よこやまメンタルクリ〒230-0051 045-717-5168横山　正宗 横山　正宗 平25. 5. 1心内 精   診療所
     鶴医543 ニック鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３常　勤:    1 新規 現存
     矢上屋ビル　３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152010,544.5 京急鶴見新田整形外科〒230-0051 045-501-0708医療法人社団　颯和会新田　浩史 平25. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     鶴医544 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３常　勤:    1　理事長　笠井　謙和 新規 現存
     矢上屋ビル５・６Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153010,545.2 関根内科クリニック 〒230-0051 045-501-2424関根　一雄 関根　一雄 平25. 6. 1内   診療所
     鶴医545 横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－常　勤:    1 新規 現存
     １９鶴見センタービル４Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
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  154010,546.0 鶴見中央眼科 〒230-0051 045-508-1017医療法人仁慈会　理事酒井　由起 平25. 5. 1眼   診療所
     鶴医546 横浜市鶴見区鶴見中央１－２－４常　勤:    1長　酒井　由起 交代 現存
     ＧＳプラザ鶴見駅前１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155010,547.8 医療法人社団　前廣整〒230-0078 045-571-0051医療法人社団前廣整形前 　進 平25. 5. 1整外 形外 皮  診療所
     鶴医547 形外科柳町診療所 横浜市鶴見区岸谷４－３２－１２常　勤:    1外科　理事長　前廣　 交代 外   リハ 現存
     　１Ｆ (医       1)進 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156010,548.6 早苗クリニック 〒230-0051 045-501-1070早苗　努 早苗　努 平25.10. 1内   外   心外診療所
     鶴医548 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３常　勤:    1 新規 循内　 現存
     矢上屋ビル４Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157011,000.7 徳田病院 〒230-0061 045-571-3933医療法人きぼう　理事德田　博正 平25.11. 1一般        60病院
     鶴医1000 横浜市鶴見区佃野町２９－３ 常　勤:    2長　德田　博正 交代 内   小   呼内現存
     (医       2) 平25.11. 1放   
     非常勤:    9 胃内　循内　
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158011,001.5 ハートクリニック 〒230-0062 045-580-1021医療法人社団　優麟会小泉　聡 平25.12. 1内   心内 精  診療所
     鶴医1001 横浜市鶴見区豊岡町１１－１５　常　勤:    1　理事長　小泉　聡 交代 皮   現存
     ＰＡＴＩＯ７－Ａ１０１ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159011,002.3 矢向レディースクリニ〒230-0001 045-633-4189医療法人社団永康会　武永　博 平25.12. 1婦   産婦 診療所
     鶴医1002 ック 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健常　勤:    1理事長　武永　博 交代 現存
     ナビメディカルモール３Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160011,003.1 つるみクローバークリ〒230-0012 045-572-1900関口　健志 関口　健志 平26. 1. 1内   神内 小  診療所
     鶴医1003 ニック 横浜市鶴見区下末吉６－３－２５常　勤:    1 新規 アレ 現存
     クリニックセンター三ツ池公園１(医       1) 平26. 1. 1
     ０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161011,004.9 大塚医院 〒230-0003 045-582-1999大塚　宏 大塚　宏 平26. 2. 1内   皮   整外診療所
     鶴医1004 横浜市鶴見区尻手２－３－５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  162011,005.6 鶴見皮ふ科泌尿器科 〒230-0051 045-501-7181医療法人碧洋会　理事賴母木　洋 平26. 1. 1皮   ひ   診療所
     鶴医1005 横浜市鶴見区鶴見中央１－１０－常　勤:    1長　賴母木　洋 交代 現存
     １７カパーラ鶴見１０１ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163011,007.2 医療法人社団新穂会　〒230-0051 045-508-2121医療法人社団新穂会　藤村　真美 平26. 3. 1皮   アレ 診療所
     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常　勤:    1理事長　都外川　新 交代 美皮 現存
     アクリニック 矢上屋ビル２Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164011,008.0 恵愛内科クリニック 〒230-0071 045-834-7339佐藤　剛 佐藤　剛 平26. 5. 1内   診療所
     鶴医1008 横浜市鶴見区駒岡３－１８－５メ常　勤:    1 新規 緩ケア内 現存
     ゾンユウユウ１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165011,009.8 まりこの皮フ科 〒230-0062 045-947-2512本田　まりこ 本田　まりこ 平26. 6. 1皮   アレ 診療所
     鶴医1009 横浜市鶴見区豊岡町３－２８鶴見常　勤:    1 新規 現存
     コーリンビル５Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166011,010.6 天野クリニック 〒230-0078 045-581-0082医療法人天野クリニッ天野　善美 平26. 6. 1内   小   産婦診療所
     鶴医1010 横浜市鶴見区岸谷１－１７－７ 常　勤:    1ク　理事長　天野　善 交代 現存
     (医       1)美 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167011,011.4 松澤内科・糖尿病クリ〒230-0077 045-571-0281松澤　陽子 松澤　陽子 平26. 6.18内   診療所
     鶴医1011 ニック 横浜市鶴見区東寺尾４－１６－１常　勤:    1 交代 糖内　内泌内 現存
     ９ (医       1) 平26. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168011,012.2 医療法人社団友輝会　〒230-0051 045-717-8321医療法人社団友輝会　野本　文子 平26. 8. 1内   診療所
     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－常　勤:    1理事長　野本　文子 交代 循内　糖内　漢現存
     ２５エミネンス富士小堀ビル１Ｆ(医       1) 平26. 8. 1内
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169011,013.0 きむら記念クリニック〒230-0037 045-501-7400河合　裕子 河合　裕子 平26. 9. 1内   診療所
     鶴医1013 横浜市鶴見区向井町３－７６－１常　勤:    1 新規 循内 現存
     ０ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170011,014.8 橋本クリニック 〒230-0015 045-581-7700橋本　英昭 橋本　英昭 平26.10. 1内   外   整外診療所
     鶴医1014 横浜市鶴見区寺谷２－６－１６ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平26.10. 1
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  171020,001.4 社会福祉法人　恩賜財〒221-8601 045-432-1111社会福祉法人恩賜財団吉井　宏 昭32. 5. 1一般       187病院
     (026,001.8) 団　済生会神奈川県病横浜市神奈川区富家町６－６ 常　勤:   20済生会支部神奈川県済 内   神内 外  現存
     神医1 院 (医      19)生会　支部長　正木　 平23. 5. 1脳外 整外 皮  
     (歯       1)義博 ひ   眼   リハ
     非常勤:   61 歯外 
     (医      59)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172020,006.3 公益財団法人紫雲会　〒221-0801 045-491-2661公益財団法人紫雲会　津田　昌利 昭32. 5. 1精神       252病院
     神医6 横浜病院 横浜市神奈川区神大寺３－１－１常　勤:   12理事長　須藤　武彦 精   内   現存
     ２ (医      12) 平23. 5. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173020,007.1 古川病院 〒221-0013 045-441-3366医療法人財団　俊陽会古川　健太郎 平23.12. 1一般        49病院
     神医7 横浜市神奈川区子安通２－２８６常　勤:    5　理事長　古川　健太 移動 療養        47療養病床
     (医       5)郎 平23.12. 1内   小   アレ現存
     非常勤:   32 皮   形外 外  
     (医      32) 整外 神内 リハ
     婦   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174020,022.0 大口東総合病院 〒221-0014 045-401-2411医療法人財団慈啓会　新納　憲司 昭59.12. 1一般       182病院
     神医22 横浜市神奈川区入江２－１９－１常　勤:   25理事長　新納　憲司 内   小   外  現存
     (医      25) 平23.12. 1整外 産婦 ひ  
     非常勤:   21 皮   耳い 眼  
     (医      21) 麻   形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175020,023.8 堀内医院 〒221-0804 322-0400 堀内　勝郎 堀内　勝郎 昭32.10.20内   小   皮  診療所
     神医23 横浜市神奈川区栗田谷４２－５５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176020,033.7 星原医院 〒221-0802 星原　兼義 星原　兼義 昭32.10.20内   小   診療所
     神医33 横浜市神奈川区六角橋１－１９－常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177020,089.9 志賀小児科診療所 〒221-0811 045-491-9266志賀　愛 志賀　愛 昭32.10.20内   小   診療所
     神医89 横浜市神奈川区斉藤分町１９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178020,141.8 青木町医院 〒221-0835 045-311-3480渡辺　亮 渡辺　亮 昭35. 5. 8内   小   診療所
     神医141 横浜市神奈川区鶴屋町１－８－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  179020,152.5 谷口医院 〒221-0013 谷口　芳徳 谷口　芳徳 昭36. 2. 1内   小   診療所
     神医152 横浜市神奈川区新子安１－２６－常　勤:    1 現存
     １８ (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180020,163.2 天羽眼科医院 〒221-0021 045-441-0757天羽　栄作 天羽　栄作 昭54.12. 1眼   診療所
     神医163 横浜市神奈川区子安通２－２２６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181020,184.8 天野医院 〒221-0071 433-2323 天野　美代子 天野　美代子 昭39. 6. 1内   小   診療所
     神医184 横浜市神奈川区白幡仲町３－３４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182020,185.5 公益財団法人柿葉会　〒221-0043 045-441-0225公益財団法人柿葉会　赤塚　英則 平 3.12. 2内   精   神  診療所
     神医185 神奈川診療所 横浜市神奈川区新町１５番地の６常　勤:    2理事長　赤塚　英則 外   整外 現存
     (医       2) 平21.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183020,199.6 これむら医院 〒221-0865 045-491-3491惟村　正吾 惟村　正吾 昭47. 7. 1内   胃   外  診療所
     神医199 横浜市神奈川区片倉４－３－７ 常　勤:    1 整外 皮   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184020,236.6 神奈川区医師会　神奈〒221-0825 045-317-5474一般社団法人　神奈川矢島　保道 平11. 4.25内   小   診療所
     神医236 川休日急患診療所 横浜市神奈川区反町１－８－４ 常　勤:    1区医師会メディカルセ その他 現存
     (医       1)ンター　理事長　矢島 平23. 4.25
     非常勤:   72　保道
     (医      72)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185020,237.4 社会福祉法人　母子育〒221-0065 045-432-2889社会福祉法人　母子育内藤　壽七郎 昭47. 5. 1内   小   診療所
     神医237 成会診療所 横浜市神奈川区白楽１００ 常　勤:    1成会　理事長　深瀬　 休止
     (医       1)亮一 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186020,245.7 大石レディースクリニ〒221-0865 045-481-1101大石　和彦 大石　和彦 平25.11.11婦   診療所
     神医245 ック 横浜市神奈川区片倉２－１－２１常　勤:    1 移動 現存
     大石医療ビル１Ｆ (医       1) 平25.11.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187020,252.3 西菅田クリニック 〒221-0864 045-472-7711杉山　貴子 杉山　貴子 昭51. 4. 1内   小   消  診療所
     神医252 横浜市神奈川区菅田町４８８　西常　勤:    1 現存
     菅田団地４－３－１０２ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  188020,253.1 箕輪産婦人科医院 〒221-0801 045-413-6111箕輪　博康 箕輪　博康 昭51. 4.15一般         9診療所
     神医253 横浜市神奈川区神大寺２－１－１常　勤:    1 産婦 現存
     ３ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189020,260.6 竹村耳鼻咽喉科医院 〒221-0822 045-324-0087竹村　宏三郎 竹村　宏三郎 昭53.10.15呼   耳い 気食診療所
     神医260 横浜市神奈川区西神奈川１－７－常　勤:    1 現存
     ８寿ビル (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190020,264.8 大西医院 〒221-0825 045-324-2121大西　三郎 大西　三郎 昭59.12. 3小   診療所
     神医264 横浜市神奈川区反町４－２７－１常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平23.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191020,265.5 高橋耳鼻咽喉科医院 〒221-0061 432-5646 高橋　柳子 高橋　柳子 昭61. 1. 1耳い 診療所
     神医265 横浜市神奈川区七島町１３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192020,269.7 原外科胃腸科医院 〒221-0835 312-5550 原　政孝 原　政孝 昭55.10. 1内   胃   外  診療所
     神医269 横浜市神奈川区鶴屋町３－２９－常　勤:    1 こう 放   現存
     ４ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193020,275.4 医療法人社団恒心会　〒221-0056 045-453-2800医療法人社団　恒心会長田　純代 平 6.11. 1内   精   ひ  診療所
     神医275 横浜中央クリニック 横浜市神奈川区金港町５－１０金常　勤:    1　理事長　石川　悦久 移動 耳い 現存
     港ビル８階・９階 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194020,281.2 神奈川県勤労者医療生〒221-0056 045-453-3673神奈川県勤労者医療生澤田　貴志 昭58. 3.22内   外   整外診療所
     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　港常　勤:    3活協同組合　理事長　 精   心内 婦  現存
     湾労働者福祉センター内 (医       3)天明　佳臣 平22. 3.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195020,283.8 医療法人社団　善仁会〒221-0056 045-453-2822医療法人社団　善仁会杉澤　昌弘 平14. 7.22内   婦   診療所
     神医283 　横浜東口ヘルチェッ横浜市神奈川区金港町６－２０ 常　勤:    8　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ククリニック (医       8) 平26. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196020,294.5 竹内皮膚科クリニック〒221-0802 045-402-2552竹内　順子 竹内　順子 昭61. 1.15内   皮   診療所
     神医294 横浜市神奈川区六角橋１－６－１常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197020,300.0 くぼた小児科 〒221-0013 045-438-0291窪田　眞理子 窪田　眞理子 平13. 2. 1小   内   診療所
     神医300 横浜市神奈川区新子安１－２－４常　勤:    1 移動 現存
     オルトヨコハマビジネスセンター(医       1) 平25. 2. 1
     １Ｆ



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    23 頁

  198020,303.4 高橋整形外科 〒221-0003 045-402-7371高橋　滋 高橋　滋 昭63. 7. 1整外 リハ 診療所
     神医303 横浜市神奈川区大口仲町３５－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199020,304.2 大口病院 〒221-0002 045-402-3333医療法人財団慈啓会　高橋　洋一 昭63.12. 1一般        42病院
     神医304 横浜市神奈川区大口通１３０ 常　勤:    3理事長　新納　憲司 療養        43現存
     (医       3) 平21.12. 1内   整外 リハ
     非常勤:    6 小   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200020,308.3 医療法人社団　布川内〒221-0856 045-321-7500医療法人社団　布川内布川　愼一郎 平元. 8. 1内   呼   消  診療所
     神医308 科医院 横浜市神奈川区三ツ沢上町１２－常　勤:    2科医院　理事長　布川 循   現存
     ２０ (医       2)　愼一郎 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201020,313.3 医療法人社団　つくし〒221-0831 045-322-6110医療法人社団　つくし川久保　格 平 2. 1. 1内   胃   循  診療所
     神医313 会　川久保診療所 横浜市神奈川区上反町１－６－３常　勤:    1会　理事長　川久保　 現存
     (医       1)格 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202020,315.8 能勢クリニック 〒221-0835 045-312-2323医療法人社団能勢クリ能勢　亨 平 2. 5. 1内   診療所
     神医315 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－常　勤:    1ニック　理事長　能勢 現存
     １ (医       1)　亨 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203020,318.2 鈴木小児科医院 〒221-0801 045-491-4510医療法人社団　鈴木小鈴木　與志晴 平19. 7. 3小   内   診療所
     神医318 横浜市神奈川区神大寺４－８－１常　勤:    1児科医院　理事長　鈴 移動 現存
     ５ (医       1)木　與志晴 平25. 7. 3
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204020,320.8 伊藤整形外科 〒221-0865 045-481-2330医療法人社団　成和会岡田　周介 平 9. 1. 1整外 リハ 診療所
     神医320 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ常　勤:    2　理事長　伊藤　誠一 移動 現存
     Ｒビル２Ｆ (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205020,324.0 医療法人社団　藤中整〒221-0076 045-433-7700医療法人社団藤中整形藤中　星児 平 3. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     神医324 形外科 横浜市神奈川区白幡町６－１９パ常　勤:    2外科　理事長　藤中　 現存
     レ白楽１階 (医       2)星兒 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206020,327.3 安田眼科医院 〒221-0825 045-313-2022安田　麻也 安田　麻也 平 3.10. 1眼   診療所
     神医327 横浜市神奈川区反町１－６－１２常　勤:    1 現存
     リキヘリアンサス１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  207020,330.7 三ッ沢整形外科 〒221-0852 413-1161 林　良彦 林　良彦 平 3.12.15整外 リハ 診療所
     神医330 横浜市神奈川区三ッ沢下町１１－常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208020,331.5 医療法人社団のう救会〒221-0863 045-383-1121医療法人社団のう救会郭　水泳 平 4. 2. 1一般        60病院
     神医331 　脳神経外科東横浜病横浜市神奈川区羽沢町８８８ 常　勤:    4　理事長　郭　水泳 脳外 現存
     院 (医       4) 平22. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209020,334.9 若倉診療所 〒221-0802 045-491-0567若倉　学 若倉　学 平20. 9. 1内   小   他  診療所
     神医334 横浜市神奈川区六角橋６－３０－常　勤:    1 移動 現存
     １７ＮＳビル (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210020,336.4 田中整形外科 〒221-0065 045-423-8121田中　信陽 田中　信陽 平 4.12. 1整外 リハ 診療所
     神医336 横浜市神奈川区白楽１００－２５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211020,338.0 藤江医院 〒221-0812 045-491-8578藤江　武昭 藤江　武昭 平21.10. 1内   診療所
     神医338 横浜市神奈川区平川町２６－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212020,339.8 市瀬内科クリニック 〒221-0002 045-432-5321市瀬　瞭 市瀬　瞭 平 5. 1. 1内   消   循  診療所
     神医339 横浜市神奈川区大口通３５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213020,340.6 岡田眼科医院 〒221-0061 045-433-1383岡田　裕 岡田　裕 平 5. 1. 1眼   診療所
     神医340 横浜市神奈川区七島町１６０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214020,341.4 末永クリニック 〒221-0061 045-401-1520末永　直 未永　直 平 5. 3. 1内   消   外  診療所
     神医341 横浜市神奈川区七島町１２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215020,345.5 さいとうクリニック 〒221-0825 045-320-2001医療法人社団自立会　齋藤　庸男 平13. 8. 1神   精   内  診療所
     神医345 横浜市神奈川区反町３－２２－４常　勤:    3理事長　齋藤　庸男 移動 産婦 ひ   現存
     (医       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216020,346.3 川﨑耳鼻咽喉科クリニ〒221-0002 045-431-2152医療法人社団　川﨑耳川﨑　順久 平 8. 7.22耳い 気食 診療所
     神医346 ック 横浜市神奈川区大口通１３４－１常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 移動 現存
     １奥村ビル２階 (医       1)理事長　川﨑　順久 平23. 7.22
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  217020,348.9 矢島眼科医院 〒221-0865 045-482-1950医療法人　五道会　理矢島　保道 平 9. 1. 1眼   診療所
     神医348 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ常　勤:    1事長　矢島　保道 移動 現存
     Ｒビル３Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218020,349.7 牧クリニック 〒221-0865 045-491-7967牧　昭夫 牧　昭夫 平 6. 6.15内   皮   ひ  診療所
     神医349 横浜市神奈川区片倉１－１６－１常　勤:    1 新規 形外 小   現存
     ０ウサミメディカルファインビル(医       1) 平24. 6.15
     ３Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219020,350.5 くらちクリニック 〒221-0822 045-423-2305倉知　康 倉知　康 平 6. 6.15精   神   診療所
     神医350 横浜市神奈川区西神奈川１－１８常　勤:    1 新規 現存
     －１１ (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220020,351.3 井関医院 〒221-0052 045-451-6864井関　雅一 井関　雅一 平 6. 7. 1内   胃   外  診療所
     神医351 横浜市神奈川区栄町６－１ヨコハ常　勤:    2 新規 皮   リハ 現存
     マポートサイドロア弐番館１Ｆ (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221020,354.7 コシ産婦人科医院 〒221-0065 045-432-2525医療法人社団　医積会和泉　玲子 平 6. 8. 1一般         8診療所
     神医354 横浜市神奈川区白楽７１－８ 常　勤:    1　理事長　和泉　玲子 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222020,355.4 今井医院 〒221-0057 045-441-2666今井　勝 今井　勝 平18. 4. 3内   胃   ひ  診療所
     神医355 横浜市神奈川区青木町５－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 4. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223020,357.0 楠原診療所 〒221-0044 045-453-1451楠原輸送株式会社　代石浦　哲 平 6.12.15内   診療所
     神医357 横浜市神奈川区東神奈川２－４３常　勤:    1表取締役　花島　孝明 新規 現存
     －１ (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224020,359.6 ねぎしクリニック 〒221-0835 045-311-9661根岸　夏己 根岸　夏己 平 7. 5. 1精   神   神内診療所
     神医359 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－常　勤:    1 新規 現存
     ３伊藤ビル３階 (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225020,361.2 医療法人社団　村上医〒221-0002 045-401-6651医療法人社団　村上医村上　哲夫 平 7. 6. 1内   循   小  診療所
     神医361 院 横浜市神奈川区大口通３０鈴鹿ビ常　勤:    1院　理事長　村上　哲 組織変更 現存
     ル２Ｆ (医       1)夫 平22. 6. 1
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  226020,365.3 医療法人社団　翠洋会〒221-0015 045-431-1020医療法人社団　翠洋会長谷川　洋一 平 7.11. 1内   外   リハ診療所
     神医365 　長谷川医院 横浜市神奈川区神之木町９－６ 常　勤:    1　理事長　長谷川　洋 組織変更 現存
     (医       1)一 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227020,368.7 たての耳鼻咽喉科 〒221-0835 045-313-3387館野　秀樹 館野　秀樹 平 7.12.15耳い 診療所
     神医368 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－常　勤:    1 新規 現存
     ３伊藤ビル３Ｆ (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228020,370.3 横浜西口眼科 〒221-0835 045-411-0550日下部　健一 日下部　健一 平 8. 5.15眼   診療所
     神医370 横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－常　勤:    3 新規 現存
     ２ＴＳプラザビル６Ｆ (医       3) 平23. 5.15
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229020,371.1 原医院 〒221-0001 045-435-3199原　重幸 原　重幸 平 8. 6. 1内   神内 精  診療所
     神医371 横浜市神奈川区西寺尾２－２４－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (医       1) 平23. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230020,372.9 ベアータ　クリニック〒221-0835 045-321-5175吉村　愼一 吉村　愼一 平 8. 7. 1産婦 診療所
     神医372 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １鶴屋町ビル２Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231020,373.7 医療法人社団　横浜ベ〒221-0856 045-320-2491医療法人社団　横浜ベ石川　修一 平 8. 7. 1形外 美外 外  診療所
     神医373 イクリニック 横浜市神奈川区三ッ沢上町２－１常　勤:    2イクリニック　理事長 組織変更 整外 皮   ひ  現存
     ８ (医       2)　石川　修一 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232020,375.2 医療法人　長樹会　杉〒221-0065 045-402-5650医療法人　長樹会　杉杉浦　文夫 平 9. 1. 1内   循   消  診療所
     神医375 浦内科クリニック 横浜市神奈川区白楽１００－５白常　勤:    1浦内科クリニック　理 組織変更 皮   小   現存
     楽コミュニティプラザ３階Ｆ号 (医       1)事長　杉浦　文夫 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233020,384.4 浜田内科 〒221-0835 045-324-4101濱田　皓二 濱田　皓二 平 9. 6. 1内   循   消  診療所
     神医384 横浜市神奈川区鶴屋町２－１３－常　勤:    1 新規 皮   現存
     ３渡辺ビル２Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234020,385.1 井上医院 〒221-0852 045-324-2228井上　肇 井上　肇 平22.11. 1内   他   診療所
     神医385 横浜市神奈川区三ツ沢下町１０－常　勤:    1 移動 現存
     １０ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  235020,386.9 おおぐり医院 〒221-0061 045-430-1105大栗　治彦 大栗　治彦 平 9. 8.15内   小   循  診療所
     神医386 横浜市神奈川区七島町１２７－９常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平24. 8.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236020,387.7 新横浜クリニック 〒221-0865 045-413-1161医療法人　恭和会　理加藤　恭正 平 9. 8. 1一般        16診療所
     神医387 横浜市神奈川区片倉２－４０－６常　勤:    1事長　加藤　恭正 組織変更 内   小   胃  現存
     (医       1) 平24. 8. 1リハ 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237020,388.5 しずか耳鼻咽喉科 〒221-0865 045-491-8770医療法人社団　しずか 　隆雄 平 9.11. 1耳い 小   診療所
     神医388 横浜市神奈川区片倉１－１６－１常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     ０ウサミビル２階 (医       1) 　隆雄 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238020,391.9 医療法人社団　若梅会〒221-0077 045-435-1961医療法人社団　若梅会榊原　映枝 平10. 5. 1内   胃   こう診療所
     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常　勤:    1　理事長　榊原　映枝 組織変更 循   小   現存
     ク (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239020,394.3 村瀬クリニック 〒221-0822 045-320-3306医療法人社団　村瀬ク村瀬　雄二 平10.11. 1小   内   診療所
     神医394 横浜市神奈川区西神奈川１－１２常　勤:    1リニック　理事長　村 組織変更 現存
     －７ (医       1)瀬　雄二 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240020,395.0 篠原整形外科 〒221-0864 045-477-4155医療法人社団　裕誠会篠原　裕 平10.11. 1整外 リハ 診療所
     神医395 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅常　勤:    1　理事長　篠原　裕 組織変更 現存
     田町メディカルビル (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241020,396.8 小野医院 〒221-0002 045-439-4077小野　隆男 小野　隆男 平10.12. 1内   胃   こう診療所
     神医396 横浜市神奈川区大口通１３８－８常　勤:    1 新規 外   皮   現存
     －２０１ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242020,397.6 仁恵病院 〒221-0013 045-431-2020医療法人大恵会　理事廣井　旬子 平11. 1. 1一般         6病院
     神医397 横浜市神奈川区新子安１－２２－常　勤:    1長　廣井　旬子 組織変更 介護        24現存
     １２ (医       1) 平23. 1. 1内   循   
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243020,398.4 社会福祉法人　和枝福〒221-0825 045-320-3231社会福祉法人　和枝福桑原　武夫 平11. 4.15内   神   神内診療所
     神医398 祉会　若草診療所 横浜市神奈川区反町１－７－５ 常　勤:    2祉会　理事長　桜井　 新規 脳外 現存
     (医       2)和典 平23. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
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  244020,399.2 なかきどクリニック 〒221-0046 045-453-1553小泉　幸弘 小泉　幸弘 平14.12.14内   ひ   麻  診療所
     神医399 横浜市神奈川区神奈川本町１０－常　勤:    1 移動 現存
     ４－１０１ (医       1) 平20.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245020,400.8 村山クリニック 〒221-0002 045-433-1184医療法人社団　村山ク村山　裕康 平11. 6. 1内   診療所
     神医400 横浜市神奈川区大口通７４－１ 常　勤:    1リニック　理事長　村 組織変更 現存
     (医       1)山　裕康 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246020,401.6 たかつか内科医院 〒221-0002 045-432-8382医療法人　ときわ会　髙塚　久史 平11. 6. 1内   小   診療所
     神医401 横浜市神奈川区大口通６９－８ 常　勤:    1理事長　髙塚　久史 組織変更 循内　糖内 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247020,402.4 薩田内科クリニック 〒221-0864 045-477-4022医療法人社団　恵正会薩田　正之 平11. 6. 1内   消   循  診療所
     神医402 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅常　勤:    1　理事長　薩田　正之 組織変更 小   現存
     田町メディカルビル (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248020,403.2 金子内科 〒221-0865 045-481-0101医療法人　金子内科　金子　保 平11. 7. 1内   呼   消  診療所
     神医403 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ常　勤:    1理事長　金子　保 組織変更 循   現存
     Ｒビル４Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249020,404.0 中村医院 〒221-0065 045-432-1080医療法人　中村医院　中村　直樹 平11. 9. 1一般         1診療所
     神医404 横浜市神奈川区白楽１２１ 常　勤:    1理事長　中村　直樹 組織変更 内   消   現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250020,405.7 片倉耳鼻咽候科 〒221-0865 045-482-2133医療法人　片倉耳鼻咽小笠原　規雄 平11. 9. 1耳い 診療所
     神医405 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ常　勤:    1喉科　理事長　小笠原 組織変更 現存
     Ｒビル３Ｆ (医       1)　規雄 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251020,406.5 相鉄鶴屋町ビル眼科 〒221-0835 045-311-1514坂本　美也子 坂本　美也子 平11.10. 1眼   診療所
     神医406 横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １相鉄岩崎学園ビル２Ｆ (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252020,407.3 吉尾耳鼻咽喉科医院 〒221-0822 045-491-8329吉尾　知 吉尾　知 平24. 1. 1耳い 診療所
     神医407 横浜市神奈川区西神奈川３－２－常　勤:    1 移動 現存
     １０ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  253020,408.1 福永クリニック 〒221-0841 045-321-6321福永　俊明 福永　俊明 平12. 1.15内   消   循  診療所
     神医408 横浜市神奈川区松本町１－３－４常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254020,410.7 原産科婦人科クリニッ〒221-0802 045-401-9511原　豊 原　豊 平12. 3. 1産婦 診療所
     神医410 ク 横浜市神奈川区六角橋１－３０－常　勤:    2 交代 現存
     ４ (医       2) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255020,414.9 三ツ沢眼科 〒221-0852 045-317-3335太田　敏香 太田　敏香 平12. 8.15眼   診療所
     神医414 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－常　勤:    1 新規 現存
     ７ジュネス三ツ沢３ビル３Ｆ (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256020,417.2 医療法人社団　二木会〒221-0835 045-290-3810医療法人社団　二木会福田　正 平12.11.15形外 皮   眼  診療所
     神医417 　横浜形成外科 横浜市神奈川区鶴屋町２－１１－常　勤:    1　理事長　二木　裕 新規 整外 耳い 現存
     ３ＫＭビル１Ｆ (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257020,421.4 中山眼科 〒221-0864 045-477-4110医療法人社団　中山眼余　徳良 平13. 7. 1眼   診療所
     神医421 横浜市神奈川区菅田町２６４７菅常　勤:    1科　理事長　余　徳良 組織変更 現存
     田町メディカルビル３Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258020,422.2 野村皮膚科医院 〒221-0825 045-328-1377医療法人そよ風会　理野村　有子 平15.10.14皮   診療所
     神医422 横浜市神奈川区反町４－２７－１常　勤:    1事長　野村　有子 移動 現存
     ４チャリオタワー２Ｆ (医       1) 平21.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259020,424.8 医療法人　清貴会　斎〒221-0802 045-432-2251医療法人　清貴会　理齋田　清彦 平13.12. 1内   小   皮  診療所
     神医424 田医院 横浜市神奈川区六角橋１－４－３常　勤:    1事長　齋田　清彦 組織変更 循   現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260020,425.5 まつしま内科クリニッ〒221-0822 045-324-3480松島　和 松島　和 平25. 8. 2内   小   精  診療所
     神医425 ク 横浜市神奈川区西神奈川１－５－常　勤:    1 移動 現存
     ２ナイスアーバン東神奈川１Ｆ (医       1) 平25. 8. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261020,428.9 神大寺クリニック 〒221-0801 045-413-7257医療法人社団　神大寺赤岩　康文 平14. 5. 1内   胃   呼  診療所
     神医428 横浜市神奈川区神大寺４－１－５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 循   アレ リハ現存
     カヤギヤビル１Ｆ (医       1)赤岩　康文 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262020,429.7 にわメディカルクリニ〒221-0001 045-401-1237医療法人社団　にわメ丹羽　義和 平14. 5. 1内   神内 診療所
     神医429 ック 横浜市神奈川区西寺尾１－２８－常　勤:    1ディカル　理事長　丹 組織変更 現存
     １ (医       1)羽　義和 平26. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    30 頁

  263020,431.3 有田内科クリニック 〒221-0003 045-423-8813有田　洋右 有田　洋右 平14.12. 1内   消   循  診療所
     神医431 横浜市神奈川区大口仲町６０－１常　勤:    1 新規 呼   小   現存
     グレース塩谷１Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264020,432.1 にしかわ医院 〒221-0852 045-290-8188医療法人社団　にしか西川　岳男 平15. 1. 1内   小   皮  診療所
     神医432 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－常　勤:    1わ医院　理事長　西川 組織変更 外   現存
     ７三ツ沢クリニックプラザ２Ｆ (医       1)　岳男 平21. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265020,434.7 横浜呼吸器クリニック〒221-0835 045-317-6005医療法人社団　藤和会小野　容明 平15. 1. 1一般         5診療所
     神医434 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－常　勤:    1　理事長　小野　容明 組織変更 内   呼   循  現存
     １谷川ビル２Ｆ (医       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266020,435.4 吉尾クリニック 〒221-0822 045-433-3133医療法人　恵愛会　理 尾　隆 平15. 1. 1外   内   呼  診療所
     神医435 横浜市神奈川区西神奈川２－６－常　勤:    1事長　 尾　隆 組織変更 胃   こう リハ現存
     ８ (医       1) 平21. 1. 1皮   心内 精  
     非常勤:    2 麻   他   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267020,436.2 ひまわりクリニック 〒221-0825 045-320-2002医療法人社団自立会　齋藤　千草 平15. 5. 1内   精   神  診療所
     神医436 横浜市神奈川区反町３－２３－２常　勤:    1理事長　齋藤　庸男 組織変更 産婦 ひ   こう現存
     (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268020,438.8 オルト横浜クリニック〒221-0013 045-438-0610医療法人社団　賢興会内田　直興 平15. 6. 1内   胃   消  診療所
     神医438 横浜市神奈川区新子安１－２－４常　勤:    1　理事長　内田　直興 組織変更 循   呼   アレ現存
     オルトヨコハマビジネスセンター(医       1) 平21. 6. 1皮   外   
     １Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269020,439.6 神之木クリニック 〒221-0001 045-435-0113医療法人　ひもろぎ会山本　忍 平15. 6. 1内   小   診療所
     神医439 横浜市神奈川区西寺尾３－２５－常　勤:    1　理事長　山本　忍 組織変更 現存
     １９ラ・クラッセ西寺尾４Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270020,440.4 石井整形外科 〒221-0822 045-317-8666石井　潤 石井　潤 平15. 6.15整外 リハ リウ診療所
     神医440 横浜市神奈川区西神奈川１－１３常　勤:    1 新規 内   皮   現存
     －１２西神奈川アーバンビル２Ｆ(医       1) 平21. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  271020,446.1 新横浜南クリニック 〒221-0864 045-478-3706医療法人社団　廣風会廣瀬　隆史 平15.11. 1内   整外 診療所
     神医446 横浜市神奈川区菅田町６５６－１常　勤:    1　理事長　廣瀬　隆史 新規 現存
     (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272020,448.7 ココ皮フ科 〒221-0044 045-548-6555武川　るみ 武川　るみ 平22. 9. 1皮   アレ 診療所
     神医448 横浜市神奈川区東神奈川１－２９常　勤:    1 移動 現存
     シァルプラット東神奈川　４Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273020,451.1 神奈川脳神経外科クリ〒221-0822 045-433-7773医療法人社団　至高会髙宮　至昭 平16. 6. 1脳外 循   整外診療所
     神医451 ニック 横浜市神奈川区西神奈川１－２０常　勤:    1　理事長　髙宮　至昭 組織変更 リハ 現存
     －７ビューサイト横浜２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274020,452.9 神奈川レディースクリ〒221-0822 045-290-8666医療法人社団　樹慶会小林　淳一 平22. 8.20産婦 ひ   診療所
     神医452 ニック 横浜市神奈川区西神奈川１－１１常　勤:    2　理事長　小林　淳一 移動 現存
     －５　ＡＲＴＶＩＳＴＡ横浜ビル(医       2) 平22. 8.20
     　６Ｆ　 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275020,453.7 わたなべ眼科 〒221-0822 045-488-5151渡邉　善則 渡邉　善則 平16.11. 1眼   診療所
     神医453 横浜市神奈川区西神奈川２－５－ 新規 現存
     ５　１Ｆ 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276020,454.5 ごとう整形外科 〒221-0822 045-432-8116後藤　八郎 後藤　八郎 平16.11.15整外 リウ リハ診療所
     神医454 横浜市神奈川区西神奈川３－１７常　勤:    1 新規 現存
     －１１－１ (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277020,459.4 よぎクリニック 〒221-0835 045-317-3808與儀　實夫 與儀　實夫 平17. 3. 1内   ひ   診療所
     神医459 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278020,462.8 東神奈川クリニック 〒221-0822 045-321-0017医療法人社団自立会　伊藤　導智 平17. 4. 1精   神   心内診療所
     神医462 横浜市神奈川区西神奈川１－１３常　勤:    2理事長　齋藤　庸男 新規 内   現存
     －１２ (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279020,463.6 クオーレ医院 〒221-0841 045-322-3362竹山　孝二 竹山　孝二 平17. 4.15精   診療所
     神医463 横浜市神奈川区松本町６－４５－常　勤:    1 新規 現存
     ４市川ビル２０２ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280020,464.4 新子安くにみ整形外科〒221-0013 045-438-0211医療法人　慈功会　理國見　純功 平17. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     神医464 横浜市神奈川区新子安１－２－４常　勤:    1事長　國見　純功 組織変更 現存
     オルトヨコハマビジネスセンター(医       1) 平23. 5. 1
     １Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
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  281020,465.1 名倉内科クリニック 〒221-0865 045-413-2813名倉　敏弘 名倉　敏弘 平17. 7.15内   循   呼  診療所
     神医465 横浜市神奈川区片倉４－３－２４常　勤:    1 新規 小   現存
     新横浜ミユキマンション１Ｆ (医       1) 平23. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282020,468.5 渡辺皮フ科クリニック〒221-0865 045-491-9867渡邉　正和 渡邉　正和 平21. 6. 1皮   診療所
     神医468 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ常　勤:    1 移動 現存
     Ｒビル　１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283020,470.1 医療法人社団　銀杏会〒221-0831 045-321-7657医療法人社団　銀杏会中村　眞巳 平17.12. 1胃   内   診療所
     神医470 　中村胃腸科内科医院横浜市神奈川区上反町２－１６－常　勤:    1　中村胃腸科内科医院 組織変更 現存
     ５ (医       1)　理事長　中村　眞巳 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284020,471.9 吉野整形外科 〒221-0002 045-431-0111医療法人　慶裕会　吉吉野　匠 平17.12. 1整外 リウ リハ診療所
     神医471 横浜市神奈川区大口通５６－５大常　勤:    1野　匠 組織変更 現存
     口メディカルセンター１Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285020,473.5 朝日内科クリニック 〒221-0802 045-439-3788医療法人社団　朝日会飯塚　孝 平21. 5. 1内   神内 他  診療所
     神医473 横浜市神奈川区六角橋１－６－１常　勤:    1　朝日内科クリニック 移動 現存
     ４白楽メディカルセンター２Ｆ (医       1)　理事長　飯塚　孝 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286020,478.4 大口眼科クリニック 〒221-0002 045-439-6007医療法人　光英会　理辛　英世 平18. 8.15眼   診療所
     神医478 横浜市神奈川区大口通５６－５大常　勤:    1事長　辛　英世 組織変更 現存
     口メディカルセンター２Ｆ (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287020,479.2 ヤマダレディースクリ〒221-0823 045-987-2811山田　善三 山田　善三 平18. 9.15産婦 診療所
     神医479 ニック 横浜市神奈川区二ツ谷町６－３雷常　勤:    1 新規 現存
     鳴堂ビル３０１ (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288020,481.8 くろたき耳鼻咽喉科 〒221-0802 045-481-8976黒瀧　俊彰 黒瀧　俊彰 平18.11. 1耳い 診療所
     神医481 横浜市神奈川区六角橋５－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289020,483.4 高橋眼科医院 〒221-0822 045-439-1131医療法人　慶和会　理髙橋　弘毅 平18.12. 1眼   診療所
     神医483 横浜市神奈川区西神奈川３－１７常　勤:    2事長　髙橋　弘毅 組織変更 現存
     －１１　ファーストヒルズビル２(医       2) 平24.12. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  290020,486.7 メンタルクリニック　〒221-0045 045-450-8988松久保　章 松久保　章 平19. 4. 1精   心内 診療所
     神医486 よこはま 横浜市神奈川区神奈川２－１８－常　勤:    1 新規 現存
     １８　アイランドパレス東神奈川(医       1) 平25. 4. 1
     ３０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291020,487.5 大口公園クリニック 〒221-0003 045-642-7249佐久間　淳 佐久間　淳 平26. 5. 1内   アレ 診療所
     神医487 横浜市神奈川区大口仲町１５－２常　勤:    1 移動 消内　循内 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292020,488.3 神戸医院 〒221-0802 045-491-0137医療法人　ＭＹクリニ神戸　博紀 平24. 7. 1内   心内 神内診療所
     神医488 横浜市神奈川区六角橋４－１－１常　勤:    1ック　理事長　神戸　 移動 精   他   現存
     (医       1)博紀 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293020,489.1 にわ皮膚科クリニック〒221-0001 045-430-4456医療法人社団　にわメ丹羽　緑子 平19. 6. 1皮   診療所
     神医489 横浜市神奈川区西寺尾１－２５－常　勤:    1ディカル　理事長　丹 新規 現存
     ２０マーサ西寺尾Ⅰ　２０２号 (医       1)羽　義和 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294020,492.5 新横浜リハビリテーシ〒221-0864 045-474-5511医療法人　五星会　理久代　裕史 平19.12. 1療養       126病院
     神医492 ョン病院 横浜市神奈川区菅田町２６２８－常　勤:    7事長　山本　登 新規 リハ 内   外  現存
     ４ (医       7) 平25.12. 1神内 整外 脳外
     非常勤:   14 皮   他   
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295020,493.3 中村医院 〒221-0002 045-401-3140中村　学 中村　学 平20. 1. 1内   小   診療所
     神医493 横浜市神奈川区大口通１３５－１常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296020,495.8 小児療育相談センター〒221-0822 045-321-1721社会福祉法人　青い鳥飯田　美紀 平20. 4. 1小   眼   診療所
     神医495 青い鳥診療所 横浜市神奈川区西神奈川１－９－常　勤:    1　理事長　飯田　美紀 組織変更 児精　神小 現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297020,496.6 横浜心療クリニック 〒221-0835 045-311-9565医療法人　大晴会　理巽　雅彦 平20. 5. 1心内 精   診療所
     神医496 横浜市神奈川区鶴屋町３－２８－常　勤:    1事長　巽　雅彦 組織変更 現存
     ５山本ビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  298020,497.4 日産自動車健康保険組〒221-0013 045-421-8741日産自動車健康保険組上村　なつ 平20. 6.15内   産婦 診療所
     神医497 合　日産メディカル 横浜市神奈川区新子安１－３７－常　勤:    2合　理事長　高橋　雄 新規 現存
     １ (医       2)介 平26. 6.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299020,498.2 反町耳鼻咽喉科 〒221-0825 045-317-4187米本　友明 米本　友明 平20. 7. 1耳い 診療所
     神医498 横浜市神奈川区反町４－２７－１常　勤:    1 新規 現存
     ６スリーハーツビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300020,501.3 ヒルサイドクリニック〒221-0065 045-439-5537瀬川　浩 瀬川　浩 平20.12. 1内   神内 診療所
     神医501 横浜市神奈川区白楽９４ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301020,502.1 横浜駅前　美容外科・〒221-0056 045-440-6777徳重　広幸 徳重　広幸 平21. 3. 1美外 形外 皮  診療所
     神医502 形成外科　徳重クリニ横浜市神奈川区金港町５－１０金常　勤:    1 新規 現存
     ック 港ビル５Ｆ－Ａ (医       1) 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302020,503.9 コーウェルクリニック〒221-0835 045-313-9919小井戸　隆 小井戸　隆 平21. 5. 1心内 精   診療所
     神医503 横浜 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303020,505.4 いわた内科クリニック〒221-0823 045-317-8166医療法人　篤志会　理岩田　篤人 平21.11. 1内   他   診療所
     神医505 横浜市神奈川区二ッ谷町６－３雷常　勤:    1事長　岩田　篤人 交代 現存
     鳴堂ビル２Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304020,508.8 上田クリニック 〒221-0842 045-312-1212医療法人　横浜医仁　上田　愼介 平21.12. 1脳外 内   外  診療所
     神医508 横浜市神奈川区泉町６－１中央ビ常　勤:    1理事長　上田　愼介 交代 現存
     ル黒川　２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305020,509.6 ヨコハマポートサイド〒221-0055 045-450-7730中﨑　浩道 中﨑　浩道 平22. 1. 1脳外 内   リハ診療所
     神医509 プレイス　中崎クリニ横浜市神奈川区大野町１－２５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     ック (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306020,510.4 はくらく耳鼻咽喉科・〒221-0802 045-633-1984生井　明浩 生井　明浩 平22. 1. 1耳い アレ 診療所
     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常　勤:    1 新規 現存
     ク ４　３Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307020,511.2 みつざわ耳鼻咽喉科・〒221-0852 045-290-4137医療法人社団　みつざ長　哲 平22. 1. 1耳い アレ 診療所
     神医511 アレルギー科 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－常　勤:    1わ耳鼻咽喉科・アレル 交代 現存
     ７三ツ沢クリニックプラザ４Ｆ (医       1)ギー科　理事長　長　 平22. 1. 1
     哲
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  308020,512.0 杉田クリニック 〒221-0042 045-450-5550杉田　礼典 杉田　礼典 平22. 3. 1内   外   診療所
     神医512 横浜市神奈川区浦島町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309020,513.8 新子安こころのクリニ〒221-0013 045-423-6886佐藤　嗣有子 佐藤　嗣有子 平22. 4. 1精   心内 診療所
     神医513 ック 横浜市神奈川区新子安１－９－１常　勤:    1 新規 現存
     ７東陽ビル１Ｆ－２０２ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310020,514.6 医療法人社団じあい会〒221-0835 045-328-3868医療法人社団じあい会大南　伸也 平22. 3. 1放   内   診療所
     神医514 　メディカルスキャニ横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－常　勤:    1　理事長　今村　利朗 交代 現存
     ング横浜クリニック １３第２安田ビル１Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311020,515.3 医療法人社団　久遠会〒221-0865 045-488-5123医療法人社団　久遠会福澤　邦康 平22. 4. 1内   外   皮  診療所
     神医515 　福澤クリニック 横浜市神奈川区片倉１－９－３ま常　勤:    2　理事長　福澤　邦康 交代 小   婦   他  現存
     るあビル１Ｆ (医       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312020,516.1 医療法人社団つくし会〒221-0825 045-321-2032医療法人社団つくし会川久保　嘉昭 平22. 5. 1内   皮   アレ診療所
     神医516 　反町駅前内科皮膚科横浜市神奈川区反町３－１８－２常　勤:    2　理事長　川久保　格 新規 他   現存
     スタイリオ横浜反町２Ｆ (医       2) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313020,517.9 東神奈川駅ビル内科・〒221-0044 045-548-3414医療法人社団ひまわり齋藤　和男 平22. 5. 1内   ひ   診療所
     神医517 泌尿器科 横浜市神奈川区東神奈川１－２９常　勤:    1会　理事長　齋藤　和 新規 現存
     －１０１ (医       1)男 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314020,518.7 西神奈川ヘルスケアク〒221-0822 045-430-3530赤羽　重樹 赤羽　重樹 平22. 5. 1内   小   他  診療所
     神医518 リニック 横浜市神奈川区西神奈川２－６－常　勤:    1 交代 現存
     １第一暘ビル１Ｆ　０００１Ａ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315020,519.5 たわらクリニック 〒221-0835 045-410-3341医療法人　東横会　理田原　康孝 平22. 5. 1精   心内 診療所
     神医519 横浜市神奈川区鶴屋町２－１０－常　勤:    1事長　田原　康孝 交代 現存
     ５ＹＴ１０ビル５Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316020,520.3 山川皮ふ科 〒221-0002 045-432-1107医療法人　ゆうき会　山川　有子 平22. 5. 1皮   診療所
     神医520 横浜市神奈川区大口通５７－２ト常　勤:    1理事長　山川　有子 交代 現存
     ップアングルビル２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  317020,522.9 横浜西口菅原皮膚科 〒221-0835 045-324-1281医療法人　けいしん会菅原　信 平22.12. 1整外 皮   診療所
     神医522 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－常　勤:    2　理事長　菅原　信 交代 現存
     １　谷川ビル３Ｆ (医       2) 平22.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318020,523.7 くにひろクリニック 〒221-0002 045-432-8877医療法人　緑心会　理國廣　理 平23. 1. 1内   外   婦  診療所
     神医523 横浜市神奈川区大口通５６－５　常　勤:    1事長　國廣　理 交代 アレ 他   現存
     大口メディカルセンター２Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319020,524.5 神奈川ウィメンズクリ〒221-0822 045-431-5000医療法人社団　樹慶会小關　みづほ 平23. 4. 1産婦 内   心内診療所
     神医524 ニック 横浜市神奈川区西神奈川１－２０常　勤:    1　理事長　小林　淳一 新規 皮   現存
     －７　ビューサイト横浜４Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320020,525.2 小川橋医院 〒221-0864 045-473-5531医療法人社団　弘花会鈴木　敏胤 平23. 4. 1内   小   診療所
     神医525 横浜市神奈川区菅田町９１０－３常　勤:    1　理事長　鈴木　敏胤 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321020,527.8 第２高橋眼科医院 〒221-0822 045-488-5335医療法人　慶和会　理髙橋　祐子 平23. 6. 1眼   診療所
     神医527 横浜市神奈川区西神奈川３－５－常　勤:    2事長　髙橋　弘毅 新規 現存
     １　ネオマイム横濱白楽１階 (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322020,528.6 あびこ消化器内科クリ〒221-0057 045-441-7701安彦　隆一 安彦　隆一 平23. 6. 1内   他   診療所
     神医528 ニック 横浜市神奈川区青木町６－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323020,529.4 東神奈川診療所 〒221-0044 045-450-1551医療法人社団　季楓会寺島　祥文 平23. 7. 1精   心内 診療所
     神医529 横浜市神奈川区東神奈川１－２９常　勤:    1　理事長　今井　聡 新規 現存
     　ＣＩＡＬＰＬＡＴ東神奈川４０(医       1) 平23. 7. 1
     ２ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324020,530.2 医療法人社団　北星会〒221-0835 045-311-0018医療法人社団　北星会山田　博基 平23. 9. 1内   診療所
     神医530 　よこはま北星クリニ横浜市神奈川区鶴屋町２－１１－常　勤:    1　理事長　島野　雄実 新規 現存
     ック ３　ＫＭビル３Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  325020,531.0 赤尾内科クリニック 〒221-0852 045-548-3163赤尾　正樹 赤尾　正樹 平23. 9. 1内   他   診療所
     神医531 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２２ (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326020,532.8 菅田町　土田整形外科〒221-0864 045-472-2727土田　義隆 土田　義隆 平23.10. 1整外 リハ 内  診療所
     神医532 横浜市神奈川区菅田町１８２２－常　勤:    1 交代 現存
     ２ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327020,534.4 ベイクォーター眼科 〒221-0056 045-451-0775医療法人社団　くろし笹本　眞理子 平23.12. 1眼   診療所
     神医534 横浜市神奈川区金港町１－１０ベ常　勤:    1お会　理事長　吉田　 交代 現存
     イクォーター４Ｆ　 (医       1)純 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328020,535.1 岸内科医院 〒221-0802 045-642-3420岸　竜也 岸　竜也 平24. 3. 1内   診療所
     神医535 横浜市神奈川区六角橋１－２４－常　勤:    1 新規 現存
     ３橘コーポ１Ｆ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329020,536.9 まつうら小児科・内科〒221-0851 045-321-3171医療法人社団まつうら松浦　幹夫 平26. 9. 1小   内   診療所
     神医536 横浜市神奈川区三ツ沢中町８－６常　勤:    1小児科・内科　理事長 移動 現存
     (医       1)　松浦　幹夫 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330020,537.7 医療法人社団　ビバリ〒221-0055 045-440-5567医療法人社団　ビバリ清水　なほみ 平24. 5. 1婦   美外 精  診療所
     神医537 ータ　ポートサイド女横浜市神奈川区大野町１－２５　常　勤:    1ータ　理事長　清水　 交代 他   現存
     性総合クリニック 横浜ポートサイドプレイス３Ｆ (医       1)なほみ 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331020,538.5 はまかぜ診療所 〒221-0063 045-716-6600宮﨑　真吾 宮﨑　真吾 平24.10. 1内   診療所
     神医538 横浜市神奈川区立町６－１ＡＮＮ常　勤:    2 新規 現存
     Ｉ横浜ＥＡＳＴ　６Ｆ (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332020,540.1 医療法人社団ニューロ〒221-0056 045-620-8920医療法人社団ニューロ波木井　靖人 平24.11. 1他   診療所
     神医540 アソシエイツ　横浜脳横浜市神奈川区金港町３－１コン常　勤:    1アソシエイツ　理事長 新規 現存
     神経内科 カード横浜１Ｆ (医       1)　丹羽　直樹 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333020,541.9 的野ウィメンズクリニ〒221-0802 045-435-1107医療法人社団　的野ウ的野　博 平24.12. 1産婦 他   診療所
     神医541 ック 横浜市神奈川区六角橋１－６－１常　勤:    1ィメンズクリニック　 交代 現存
     ４　白楽メディカルセンター４Ｆ(医       1)理事長　的野　博 平24.12. 1
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  334020,542.7 医療法人社団桐藤会　〒221-0832 045-323-3870医療法人社団桐藤会　佐藤　泰弘 平25. 6. 1内   心内 精  診療所
     神医542 佐藤内科診療所 横浜市神奈川区桐畑８－３ 常　勤:    2理事長　佐藤　泰雄 交代 他   現存
     (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335020,543.5 山口整形外科 〒221-0825 045-324-2122医療法人社団　医優会飯塚　貴子 平25. 9. 1整外 リハ 診療所
     神医543 横浜市神奈川区反町３－２２－２常　勤:    2　理事長　山口　優 交代 ペイン内 現存
     柿田ビル１Ｆ (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336021,000.5 医療法人社団プラス会〒221-0056 045-620-5745医療法人社団プラス会赤井　惠子 平25.11. 1皮   形外 美外診療所
     神医1000 　赤井クリニックスキ横浜市神奈川区金港町５－１４ク常　勤:    1　理事長　赤井　秀実 新規 美皮 現存
     ンケア アドリフォリオ４Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337021,001.3 いまに内科クリニック〒221-0865 045-488-3737今仁　温子 今仁　温子 平25.11. 1内   診療所
     神医1001 横浜市神奈川区片倉２－１－２１常　勤:    1 新規 消内 現存
     大石医療ビル２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338021,003.9 横浜ソーワクリニック〒221-0056 045-461-1616医療法人社団　相和会別府　宏圀 平26. 1. 1内   神内 診療所
     神医1003 横浜市神奈川区金港町３－１コン常　勤:    5　理事長　土屋　敦 新規 呼内　循内　消現存
     カード横浜２０Ｆ (医       5) 平26. 1. 1内　糖内
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339021,004.7 消化器内科　横浜むら〒221-0835 045-323-6611村木　博 村木　博 平26. 3. 1内   外   診療所
     神医1004 きクリニック 横浜市神奈川区鶴屋町２－２６－常　勤:    1 新規 内視内　消内 現存
     ４第３安田ビル１Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340021,005.4 さくまファミリークリ〒221-0043 045-440-2855佐久間　紀子 佐久間　紀子 平26. 4. 1内   小   診療所
     神医1005 ニック 横浜市神奈川区新町２１－８新町常　勤:    1 新規 消内 現存
     第１京急ビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341021,006.2 わたなべクリニック 〒221-0013 045-438-3270渡邉　圭子 渡邉　圭子 平26. 6. 1内   皮   心内診療所
     神医1006 横浜市神奈川区新子安１－２２－常　勤:    1 新規 循内 現存
     １１ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342021,008.8 やました泌尿器科・皮〒221-0802 045-439-2022医療法人こぐま会　理山下　雄三 平26. 6. 1ひ   皮   内  診療所
     神医1008 フ科クリニック 横浜市神奈川区六角橋１－１３－常　勤:    1事長　山下　雄三 交代 外   現存
     １ビック・ライズビル六角橋１Ｆ(医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  343021,009.6 横浜ＨＡＲＴクリニッ〒221-0835 045-620-5731後藤　哲也 後藤　哲也 平26. 7. 1婦   診療所
     神医1009 ク 横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－常　勤:    1 新規 現存
     １３第２安田ビル７Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344021,010.4 東神奈川心療クリニッ〒221-0046 045-548-9973西牟田　議康 西牟田　議康 平26.10. 1心内 精   診療所
     神医1010 ク 横浜市神奈川区神奈川本町３－１常　勤:    1 新規 現存
     弘中ビル２０３ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345027,220.3 横浜医療生協診療所 〒221-0802 045-491-8975横浜医療生活協同組合丁　宗鉄 昭44. 9. 1内   呼   胃  診療所
     神医220 横浜市神奈川区六角橋２－２６－常　勤:    1　理事長　半谷　重徳 循   整外 現存
     １２ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346970,274.7 横浜逓信病院 〒221-0822 045-321-4782日本郵政株式会社　代森田　博義 昭57. 2. 1一般        93病院
     神医274 横浜市神奈川区西神奈川１－１３常　勤:   11表執行役社長　西室　 内   小   外  現存
     －１０ (医      11)泰三 平24. 2. 1整外 婦   眼  
     非常勤:   33 麻   
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347980,445.1 横浜市東部地域療育セ〒221-0044 045-441-7711横浜市長 大屋　彰利 平15. 9. 1精   神   小  診療所
     神医445 ンター診療所 横浜市神奈川区東神奈川１－２９常　勤:    1 新規 リハ 耳い 現存
     (医       1) 平21. 9. 1
     非常勤:   16
     (医      13)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348021,007.0 医療法人　福和会　西〒221-0844 045-323-2888医療法人　福和会　理今井　俊 平26. 5. 1内   診療所
     神医1007 横浜さくらクリニック横浜市神奈川区沢渡２－２第二泉常　勤:    1事長　錦織　知弘 移動 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349030,007.9 岡野福祉会館診療所 〒220-0073 045-311-2601社会福祉法人恩賜財団向瀬　義人 昭32. 7.15内   精   神  診療所
     西医7 横浜市西区岡野２－１５－６ 常　勤:    1神奈川県同胞援護会　 外   現存
     (医       1)会長　加茂坂　幸昌 平23. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350030,011.1 コンフォート病院 〒220-0023 045-321-0121医療法人財団コンフォ後藤　康之 昭32. 9.20一般        32病院
     西医11 横浜市西区平沼２－８－２５ 常　勤:    1ート　理事長　西郊　 内   婦   放  現存
     (医       1)学 平23. 9.20他   
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  351030,012.9 医療法人博友会　進藤〒220-0051 045-321-5664医療法人博友会　理事進藤　邦彦 昭32. 9.20一般         2診療所
     西医12 医院 横浜市西区中央２－３６－７ 常　勤:    2長　進藤　邦彦 内   小   皮  現存
     (医       2) 平23. 9.20循   呼   消  
     非常勤:    1 心内 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352030,097.0 医療法人　明和会　亀〒220-0043 045-231-1881医療法人社団　明和会亀田　洋 昭38. 3. 1一般        60病院
     西医97 田病院 横浜市西区御所山町７７ 常　勤:    4　理事長　亀田　正 内   神内 整外現存
     (医       4) 平23. 3. 1外   皮   ひ  
     非常勤:   19 放   リハ 他  
     (医      18)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353030,103.6 宮路胃腸科医院 〒220-0023 045-321-5888宮路　浩行 宮路　浩行 平 5.10. 1胃   循   内  診療所
     西医103 横浜市西区平沼１－２－２３中村常　勤:    1 移動 外   皮   現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354030,104.4 スカイビル内科 〒220-0011 045-461-1603全田　慶夫 全田　慶夫 平 8. 9.30内   循   胃  診療所
     西医104 横浜市西区高島２－１９－１２ス常　勤:    1 移動 呼   皮   現存
     カイビル２１Ｆ (医       1) 平23. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355030,106.9 河村内科医院 〒220-0031 045-231-0914河村　眞人 河村　眞人 平24. 4. 1内   診療所
     西医106 横浜市西区宮崎町４５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356030,113.5 遠藤眼科医院 〒220-0061 045-231-3847遠藤　成美 遠藤　成美 昭53. 8. 1眼   診療所
     西医113 横浜市西区久保町１７－２６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357030,117.6 坪井外科医院 〒220-0051 045-321-2300坪井　宏 坪井　宏 昭47. 8. 1外   整外 皮  診療所
     西医117 横浜市西区中央１－７－５ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358030,118.4 医療法人恵仁会　松島〒220-0041 045-321-7311医療法人恵仁会松島病松島　誠 昭46. 8. 1一般       120病院
     西医118 病院 横浜市西区戸部本町１９－１１ 常　勤:   14院　理事長　松島　善 放   外   こう現存
     (医      14)視 平22. 8. 1内   麻   
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  359030,122.6 医療法人社団木曜社　〒220-0023 045-323-2324医療法人社団木曜社平大畑　充 昭47. 1. 1内   呼   消  診療所
     西医122 平沼クリニック 横浜市西区平沼１－３２－１３ 常　勤:    2沼診療所　理事長　大 循   神内 現存
     (医       2)畑　充 平23. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360030,123.4 一般社団法人　横浜市〒220-0051 045-322-5715一般社団法人　横浜市坪井　宏 昭54. 2. 4内   小   診療所
     西医123 西区医師会　西区休日横浜市西区中央１－１５－１８ 常　勤:    1西区医師会　理事長　 現存
     急患診療所 (医       1)進藤　 彦 平24. 2. 4
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361030,149.9 石井産婦人科医院 〒220-0061 045-241-3221石井　久淑 石井　久淑 昭54. 4.15一般         1診療所
     西医149 横浜市西区久保町１９－２７ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362030,157.2 柳川ビルクリニック 〒220-0005 045-311-3925柳川　荘一郎 柳川　荘一郎 昭56. 3.18胃   外   歯  診療所
     (036,157.6) 横浜市西区南幸２－２１－５ 常　勤:    2 現存
     西医157 (医       1) 平23. 3.18
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363030,166.3 井出整形外科内科クリ〒220-0061 045-242-5236井出　博 井出　博 昭60. 1.15内   整外 リハ診療所
     西医166 ニック 横浜市西区久保町４３－１１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364030,172.1 医療法人博仁会　ハマ〒220-0041 045-323-1131医療法人　博仁会　理濱野　聡 昭61.12. 1一般         5診療所
     西医172 ノ産婦人科 横浜市西区戸部本町２４－１ 常　勤:    2事長　濱野　聡 産婦 内   ひ  現存
     (医       2) 平22.12. 1皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365030,176.2 医療法人恵仁会　松島〒220-0045 045-241-7311医療法人恵仁会　理事西野　晴夫 昭62. 9.15一般    診療所
     西医176 クリニック 横浜市西区伊勢町３－１３８ 常　勤:   12長　松島　善視 内   胃   現存
     (医      12) 平23. 9.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366030,178.8 西口クリニック 〒220-0004 045-325-1515山本　裕 山本　裕 昭62.12. 1精   神   診療所
     西医178 横浜市西区北幸１－１１－１５横常　勤:    1 現存
     浜ＳＴビル２Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367030,184.6 川本クリニック 〒220-0046 241-2315 川本　七郎 川本　七郎 平元. 5. 1内   循   消  診療所
     西医184 横浜市西区西戸部町１－１５ 常　勤:    1 脳外 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
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  368030,185.3 横浜ウィメンズクリニ〒220-0004 045-313-3130佐藤　善之 佐藤　善之 平元. 6. 1一般         1診療所
     西医185 ック 横浜市西区北幸町２－４－１０大常　勤:    1 婦   現存
     明ビル２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369030,186.1 松井眼科医院 〒220-0041 045-322-6249松井　久和 松井　久和 平元. 7.15眼   診療所
     西医186 横浜市西区戸部本町５１－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370030,189.5 医療法人社団　吉村耳〒220-0051 045-321-3837医療法人社団吉村耳鼻吉村　醇 平 3.10. 1耳い 診療所
     西医189 鼻咽喉科医院 横浜市西区中央１－２７－１３ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)吉村　醇 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371030,191.1 滝沢皮膚科 〒220-0005 045-312-7201医療法人社団滝沢皮膚滝沢　清宏 平 2. 2. 1皮   診療所
     西医191 横浜市西区南幸２－７－１１松山常　勤:    2科　理事長　滝沢　清 現存
     ビル２Ｆ (医       2)宏 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372030,193.7 横浜相鉄ビル内科医院〒220-0004 045-311-3827森　壽生 森　壽生 平 3. 2. 1内   循   診療所
     西医193 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄常　勤:    1 現存
     ＫＳビル２階 (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373030,194.5 中島整形外科 〒220-0053 045-243-6651中島　清則 中島　清則 平 7.12.18整外 リハ 診療所
     西医194 横浜市西区藤棚１－１２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374030,196.0 松尾医院 〒220-0004 045-311-4835松尾　賢二 松尾　賢二 平 3. 9. 1内   診療所
     西医196 横浜市西区北幸１－４－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375030,202.6 医療法人社団善仁会　〒220-0004 045-325-0101医療法人社団　善仁会芹澤　誠一 平 5. 5. 1内   婦   他  診療所
     西医202 横浜西口ヘルチェック横浜市西区北幸１－１１－１５ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 組織変更 現存
     クリニック (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376030,203.4 ランドマーク横浜国際〒220-0012 045-224-2111医療法人社団　アスク小瀧　浩平 平 5. 8. 1脳外 外   内  診療所
     西医203 クリニック 横浜市西区みなとみらい２－２－常　勤:    1レピオス　理事長　森 新規 神内 リハ 放  現存
     １－１ (医       1)山　直樹 平23. 8. 1整外 麻   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377030,205.9 医療法人恵仁会　松島〒220-8107 045-222-5577医療法人恵仁会　理事松村　奈緒美 平 5. 8. 1こう 胃   診療所
     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－常　勤:    1長　松島　善視 新規 現存
     ク １横浜ランドマークタワー７階 (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  378030,206.7 木村クリニック 〒220-0072 045-311-5645木村　知夫 木村　知夫 平 6. 2.14皮   内   産婦診療所
     西医206 横浜市西区浅間町５－３８０－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379030,208.3 内藤クリニック 〒220-0005 045-316-8270内藤　政人 内藤　政人 平 6.10. 1内   循   診療所
     西医208 横浜市西区南幸２－２０－２共栄常　勤:    1 新規 現存
     ビル８ＦＮＯ，１号室 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380030,214.1 戸部医院 〒220-0041 045-313-3280向瀬　義人 向瀬　義人 平 7. 3. 1外   整外 ひ  診療所
     西医214 横浜市西区戸部本町５０－１７メ常　勤:    1 新規 皮   こう 内  現存
     ゾン・ド・アイ壱番館１０１号 (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381030,222.4 一般財団法人　神奈川〒220-8521 045-221-8181一般財団法人　神奈川永田　博司 平 8. 1. 8一般       410地域支援
     (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－常　勤:  111県警友会　代表理事　 移動 内   神内 外  病院
     西医222 院 ３ (医     109)高木　紳一郎 平23. 1. 8心外 整外 脳外現存
     (歯       2) 形外 精   小  
     非常勤:   17 皮   ひ   産婦
     (医      17) 眼   耳い リハ
     放   麻   歯  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382030,224.0 横浜メンタルヘルスク〒220-0011 045-461-1007田口　秀明 田口　秀明 平 8. 7. 1神   心内 精  診療所
     西医224 リニック 横浜市西区高島２－１４－１７－常　勤:    1 新規 現存
     ５Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383030,227.3 生駒医院 〒220-0062 045-231-5921医療法人社団　仁徳会生駒　英子 平10. 3. 1内   診療所
     西医227 横浜市西区東久保町３５－２０ 常　勤:    1　理事長　生駒　英子 移動 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384030,228.1 医療法人社団　ランド〒220-8107 045-222-5652医療法人社団　ランド横打　邦男 平 8.12. 1内   精   心内診療所
     西医228 マーク医院 横浜市西区みなとみらい２－２－常　勤:    1マーク医院　理事長　 組織変更 他   現存
     １　横浜ランドマークタワ－７階(医       1)横打　邦男 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385030,232.3 医療法人社団　ランド〒220-0012 045-682-4123医療法人社団　ランド河村　美穂子 平 9. 9.15内   循   呼  診療所
     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－常　勤:    1マーク医院　理事長　 新規 消   現存
     ズクリニック ５クイーンズタワーＣ４階 (医       1)横打　邦男 平24. 9.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  386030,234.9 洪福寺耳鼻咽喉科 〒220-0074 045-312-6910丹波　さ織 丹波　さ織 平 9.10.15耳い 診療所
     西医234 横浜市西区南浅間町３１－１１洪常　勤:    1 新規 現存
     福寺ビル２０１号 (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387030,235.6 鈴木内科クリニック 〒220-0042 045-231-3355医療法人　藤鈴会　理鈴木　彰 平 9.11. 5内   診療所
     西医235 横浜市西区戸部町５－２０４ 常　勤:    1事長　鈴木　彰 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388030,236.4 岡部医院 〒220-0051 045-321-5703岡部　芳輝 岡部　芳輝 平 9.11.12内   放   診療所
     西医236 横浜市西区中央２－１９－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389030,248.9 医療法人　城見会　ア〒220-8107 045-222-5588医療法人　城見会　理立木　成之 平11. 4.15内   診療所
     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－常　勤:    3事長　立木　成之 新規 現存
     ニック １－１ランドマークタワー７Ｆ (医       3) 平23. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390030,252.1 医療法人社団　藤仁会〒220-0053 045-242-1543医療法人社団　藤仁会富田　一彦 平19. 9.25小   診療所
     西医252 　富田こどもクリニッ横浜市西区藤棚町１－５８－６　常　勤:    1　理事長　富田　一彦 移動 現存
     ク ３階 (医       1) 平25. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391030,254.7 同仁堂田中医院 〒220-0073 045-311-3974田中　正仁 田中　正仁 平11.12. 1消   内   外  診療所
     西医254 横浜市西区岡野１－３－６ 常　勤:    3 新規 整外 眼   現存
     (医       3) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392030,255.4 横浜ＦＣクリニック形〒220-0004 045-290-3851梶川　浩 梶川　浩 平11.12.15形外 皮   整外診療所
     西医255 成外科 横浜市西区北幸１－５－１４アー常　勤:    1 新規 現存
     バンヨコハマビル４Ｆ (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393030,257.0 吉田整形外科医院 〒220-0004 045-312-4902吉田　宗彦 吉田　宗彦 平12. 1. 1整外 リハ 放  診療所
     西医257 横浜市西区北幸１－４－１天理ビ常　勤:    1 移動 現存
     ル５Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394030,258.8 ベイサイドクリニック〒220-0005 045-312-1151医療法人　養光会　理萬谷　直樹 平12. 1.15内   消   循  診療所
     西医258 横浜市西区南幸２－２０－１１Ｎ常　勤:    2事長　萬谷　直樹 組織変更 皮   ひ   アレ現存
     Ｓビル６Ｆ (医       2) 平24. 1.15リウ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  395030,262.0 さくらクリニックヨコ〒220-0004 045-324-3755千葉　高天 千葉　高天 平12. 4. 1外   内   胃  診療所
     西医262 ハマ 横浜市西区北幸２－７－１０高見常　勤:    1 新規 皮   現存
     澤ビル２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396030,263.8 渡邊醫院 〒220-0046 045-231-5618渡邊　良 渡邊　良 平12. 4. 1神内 内   小  診療所
     西医263 横浜市西区西戸部町２－１２０ 常　勤:    2 交代 心内 精   現存
     (医       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397030,264.6 クイーンズスクエア・〒220-6204 045-682-4112医療法人Ｑｕｅｅｎ’沼野　香世子 平15. 4.22皮   アレ 診療所
     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－常　勤:    2ｓＳｑｕａｒｅＭｅｄ 移動 現存
     ５クイーンズタワーＣ８階 (医       2)ｉｃａｌＦａｃｉｌｉ 平21. 4.22
     非常勤:    3ｔｉｅｓ　理事長　尾
     (医       3)見　徳弥
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398030,268.7 田渕レディスクリニッ〒220-0023 045-314-3300田渕　土志夫 田渕　土志夫 平12. 9. 1産婦 内   診療所
     西医268 ク 横浜市西区平沼１－２－１２甘糟常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ－Ｅ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399030,269.5 西戸部こどもクリニッ〒220-0046 045-260-1495渡邊　淳 渡邊　淳 平12.11. 1小   診療所
     西医269 ク 横浜市西区西戸部町２－１７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400030,271.1 横浜東口クリニック 〒220-0011 045-453-3366関根　千秋 関根　千秋 平13. 4. 1内   消   循  診療所
     西医271 横浜市西区高島２－１９－１２ス常　勤:    2 新規 婦   ひ   脳外現存
     カイビル１７Ｆ (医       2) 平25. 4. 1皮   形外 
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401030,275.2 やまなかクリニック 〒220-0023 045-412-6788山中　洋一郎 山中　洋一郎 平13. 9.15胃   内   外  診療所
     西医275 横浜市西区平沼１－１７－８シャ常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     ルマンヒロ１Ｆ (医       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402030,276.0 医療法人社団　芳信会〒220-0004 045-314-3990医療法人社団　芳信会山下　和雄 平13.11. 1眼   診療所
     西医276 　横浜眼科医院 横浜市西区北幸１－６－１横浜フ常　勤:    1　理事長　平野　義則 組織変更 現存
     ァーストビル１２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403030,278.6 医療法人社団　翠心会〒220-0053 045-252-0052医療法人社団　翠心会尾作　文 平13.11. 1皮   診療所
     西医278 　おさく皮膚科 横浜市西区藤棚町１－１２０藤棚常　勤:    1　理事長　尾作　明雄 組織変更 現存
     クリニックビル３Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  404030,279.4 ハヤシ眼科クリニック〒220-0004 045-320-3888医療法人社団　ハヤシ林　清文 平13.11. 1眼   診療所
     西医279 横浜市西区北幸１－１－８エキニ常　勤:    1眼科クリニック　理事 組織変更 現存
     ア横浜６Ｆ (医       1)長　林　清文 平25.11. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405030,281.0 医療法人社団　善仁会〒220-0011 045-453-6711医療法人社団善仁会　大山　 雄 平14. 5. 1一般        52病院
     西医281 　横浜第一病院 横浜市西区高島２－５－１５ 常　勤:    9理事長　渡邊　光康 移動 内   神内 ひ  現存
     (医       9) 平26. 5. 1皮   整外 呼内
     非常勤:   45 腎内　糖内　循
     (医      45) 内　消内　人工
     透内　腎外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406030,282.8 はぎもとクリニック 〒220-0004 045-316-6848萩元　浩 萩元　浩 平14. 5.15神   心内 精  診療所
     西医282 横浜市西区北幸２－５－２２福井常　勤:    1 新規 現存
     第２ビル３Ｆ (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407030,286.9 さいとう整形外科 〒220-0072 045-312-6663齋藤　公平 齋藤　公平 平14. 7.15整外 リハ リウ診療所
     西医286 横浜市西区浅間町４－３４７－４常　勤:    1 新規 現存
     Ｂａｙ　Ｗｅｓｔ１０１ (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408030,293.5 医療法人社団　かげし〒220-0023 045-322-8817医療法人社団かげしま影嶋　和幸 平15. 6. 1整外 リハ 麻  診療所
     西医293 ま整形外科 横浜市西区平沼１－２－１２甘糟常　勤:    1整形外科　理事長　影 組織変更 現存
     平沼ビル２階－Ｄ (医       1)嶋　和幸 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409030,295.0 横浜エムエムクリニッ〒220-8401 045-225-0953医療法人　ＡＺグルー安西　由紀子 平15. 7. 1内   外   消  診療所
     西医295 ク 横浜市西区みなとみらい３－３－常　勤:    1プ　理事長　安西　由 組織変更 産婦 現存
     １三菱重工横浜ビル３Ｆ３１１ (医       1)紀子 平21. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410030,296.8 医療法人社団　善仁会〒220-0004 045-317-8577医療法人社団善仁会　小山　久美 平15. 9.15内   婦   他  診療所
     西医296 　ヘルチェックレディ横浜市西区北幸１－４－１横浜天常　勤:    2理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ース横浜クリニック 理ビル２３Ｆ (医       2) 平21. 9.15
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411030,299.2 医療法人　和楽会　横〒220-0004 045-317-5953医療法人和楽会　理事工藤　耕太郎 平15.11. 1心内 神   精  診療所
     西医299 浜クリニック 横浜市西区北幸１－２－１０アス常　勤:    1長　貝谷　久宣 組織変更 現存
     カ第２ビル７Ｆ (医       1) 平21.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    47 頁

  412030,300.8 医療法人社団シーズ・〒220-0011 045-461-1403医療法人社団シーズ・三宅　真紀 平24. 3. 1皮   形外 診療所
     西医300 メディカル　シロノク横浜市西区高島２－１９－１２ス常　勤:    1メディカル　理事長　 移動 現存
     リニック横浜 カイビル１６Ｆ (医       1)城野　親德 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413030,301.6 ベイシティアイクリニ〒220-0004 045-314-2010齋藤　敦司 齋藤　敦司 平16. 2. 1眼   診療所
     西医301 ック 横浜市西区北幸１－１－５渡辺ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル７Ｆ (医       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414030,303.2 うさみ心のクリニック〒220-0073 045-410-3338宇佐見　敏夫 宇佐見　敏夫 平17. 5. 1精   神   心内診療所
     西医303 横浜市西区岡野１－１５－１０Ｌ常　勤:    1 移動 現存
     ＭＣ－Ｇビル２Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415030,308.1 そごう横浜店眼科クリ〒220-8510 045-465-5681肥土　毅 肥土　毅 平16. 7. 1眼   診療所
     西医308 ニック 横浜市西区高島２－１８－１そご常　勤:    1 新規 現存
     う横浜店８Ｆ (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416030,310.7 アドバンス・クリニッ〒220-0004 045-328-4138前田　華郎 前田　華郎 平16. 9.15内   外   循  診療所
     西医310 ク横浜 横浜市西区北幸１－２－１０アス常　勤:    2 新規 現存
     カ②ビル８Ｆ (医       2) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417030,311.5 ながともクリニック 〒220-0003 045-314-0063永友　章 永友　章 平16.10. 1他   診療所
     西医311 横浜市西区楠町７－１シルエタワ常　勤:    1 新規 現存
     ーヨコハマ１Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418030,312.3 横浜相鉄ビル眼科医院〒220-0004 045-311-2752医療法人社団愛慶会　大髙　功 平17. 1. 1眼   診療所
     西医312 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄常　勤:    1理事長　大髙　功 組織変更 現存
     ＫＳビル２Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419030,313.1 三ツ沢ハイタウンクリ〒220-0006 045-312-0290増田　英明 増田　英明 平17. 1.15内   消   診療所
     西医313 ニック 横浜市西区宮ケ谷２５－２三ツ沢常　勤:    1 新規 現存
     ハイタウン１－１１０ (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420030,315.6 よこはまペインクリニ〒220-0004 045-312-0130黒田　俊久 黒田　俊久 平17. 4.15麻   外   診療所
     西医315 ック 横浜市西区北幸２－１０－５０北常　勤:    1 新規 現存
     幸山田ビル８Ｆ (医       1) 平23. 4.15
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  421030,316.4 徳井内科クリニック 〒220-0004 045-410-0355医療法人社団　宏徳会德井　幹也 平17. 5. 1内   他   診療所
     西医316 横浜市西区北幸１－２－１３横浜常　勤:    2　理事長　德井　幹也 組織変更 現存
     西共同ビル３Ｆ (医       2) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422030,318.0 横浜東口鳥居クリニッ〒220-0011 045-450-3331鳥居　毅 鳥居　毅 平17. 7. 1皮   ひ   診療所
     西医318 ク 横浜市西区高島２－１４－１３エ常　勤:    1 新規 現存
     ストビル３Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423030,319.8 三木メンタルクリニッ〒220-0023 045-412-3866医療法人社団　ラルゴ三木　和平 平23. 4. 1心内 精   診療所
     西医319 ク 横浜市西区平沼１－１－３－３Ｆ常　勤:    1　理事長　三木　和平 移動 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424030,320.6 青木小児科医院 〒220-0054 045-231-4144青木　裕 青木　裕 平17. 8.21小   内   診療所
     西医320 横浜市西区境之谷７３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425030,322.2 諸星クリニック 〒220-0051 045-321-0261渡部　 行 渡部　 行 平18. 2.11内   心内 神  診療所
     西医322 横浜市西区中央１－４－９ 常　勤:    1 交代 精   現存
     (医       1) 平24. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426030,324.8 いちの内科クリニック〒220-0023 045-314-1125市野　浩三 市野　浩三 平18. 5.15内   呼内 アレ診療所
     西医324 横浜市西区平沼１－２－１２甘糟常　勤:    1 新規 現存
     平沼ビル２Ｆ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427030,325.5 横浜駅前アイクリニッ〒220-0004 045-317-5020佐野　史和 佐野　史和 平18. 6. 1眼   診療所
     西医325 ク 横浜市西区北幸１－１－６菱進横常　勤:    1 新規 現存
     浜ビル５０１ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428030,326.3 横浜エムエムクリニッ〒220-8401 045-225-0940医療法人　ＡＺグルー安西　重義 平18. 7. 1産婦 診療所
     西医326 ク・サテライトワン 横浜市西区みなとみらい３－３－常　勤:    1プ　理事長　安西　由 組織変更 現存
     １三菱重工横浜ビル３階　３０８(医       1)紀子 平24. 7. 1
     号室 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429030,327.1 よこはま高島町クリニ〒220-0023 045-312-1002宮﨑　喜寛 宮﨑　喜寛 平18. 8. 1脳外 内   外  診療所
     西医327 ック 横浜市西区平沼１－１－３横浜オ常　勤:    1 新規 神内 現存
     ーシャンビル１Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
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  430030,328.9 秋月リウマチ科 〒220-0005 045-290-6088秋月　正史 秋月　正史 平18.10. 1内   リウ アレ診療所
     西医328 横浜市西区南幸２－２０－２４ベ常　勤:    1 新規 現存
     ルメゾン横浜１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431030,329.7 深作眼科内科リハビリ〒220-0003 045-325-0055医療法人社団　秀仁会深作　秀春 平18.10.15一般        19診療所
     西医329 科横浜西口楠町本院 横浜市西区楠町５－１ 常　勤:    2　理事長　深作　秀春 新規 眼   内   リハ現存
     (医       2) 平24.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432030,330.5 横浜西口スカイクリニ〒220-0005 045-326-2777惣角　卓矢 惣角　卓矢 平18.11. 1形外 皮   診療所
     西医330 ック 横浜市西区南幸２－７－９藤本ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433030,331.3 有馬医院 〒220-0003 045-311-0410有馬　正明 有馬　正明 平18.11. 1内   胃   外  診療所
     西医331 横浜市西区楠町２７－２有馬ビル常　勤:    1 交代 こう 皮   現存
     １階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434030,332.1 楠クリニック 〒220-0003 045-290-7515医療法人　伸愛会　理高野　雅彦 平18.12. 1内   整外 皮  診療所
     西医332 横浜市西区楠町１４－３エクセル常　勤:    1事長　高野　奈都子 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435030,338.8 横浜相鉄ビル皮膚泌尿〒220-0004 045-311-3208江川　ゆり 江川　ゆり 平19. 6. 2皮ひ 診療所
     西医338 器科医院 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄常　勤:    1 交代 現存
     ＫＳビル２Ｆ (医       1) 平25. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436030,339.6 みなとみらいレディー〒220-0012 045-681-0333 井　毅 井　毅 平19. 8.15婦   産   診療所
     西医339 スクリニック 横浜市西区みなとみらい４－７－常　勤:    1 新規 現存
     １－２階Ｄ (医       1) 平25. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437030,341.2 医療法人社団　ＭＭ会〒220-0012 045-641-0550医療法人社団　ＭＭ会三浦　幸彦 平19. 9. 1内   心内 診療所
     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－常　勤:    1　理事長　三浦　幸彦 新規 現存
     リニック １－２階Ｇ (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438030,342.0 富田内科クリニック 〒220-0053 045-260-6313富田　尚彦 富田　尚彦 平19.10. 1内   胃   消  診療所
     西医342 横浜市西区藤棚町１－５８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    50 頁

  439030,346.1 医療法人社団　善仁会〒220-0011 045-450-6226医療法人社団　善仁会魯　晋正 平19.12. 1内   診療所
     西医346 　ヘルチェックファー横浜市西区高島２－７－１ファー常　勤:    3　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ストプレイス横浜クリストプレイス横浜６階 (医       3) 平25.12. 1
     ニック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440030,347.9 みなとみらいクリニッ〒220-0012 045-664-6606医療法人　金沢内科ク和合　健彦 平20. 1.15内   他   診療所
     西医347 ク 横浜市西区みなとみらい３－６－常　勤:    2リニック　理事長　田 新規 現存
     ３　ＭＭパークビル３階 (医       2)中　俊一 平26. 1.15
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441030,348.7 みなとみらい夢クリニ〒220-0012 045-228-3131貝嶋　弘恒 貝嶋　弘恒 平20. 2. 1婦   ひ   診療所
     西医348 ック 横浜市西区みなとみらい３－６－常　勤:    3 新規 現存
     ３　ＭＭパークビル２階（２０１(医       3) 平26. 2. 1
     区外） 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442030,349.5 みなとみらいメディカ〒220-0012 045-228-2000医療法人社団　相和会石川　廣記 平20. 2. 1外   内   循  診療所
     西医349 ルスクエア 横浜市西区みなとみらい３－６－常　勤:    4　理事長　土屋　敦 新規 消   放   婦  現存
     ３ (医       4) 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443030,352.9 スカイビル眼科医院 〒220-0011 045-461-1675秦　誠一郎 秦　誠一郎 平20. 6. 1眼   診療所
     西医352 横浜市西区高島２－１９－１２ス常　勤:    4 交代 現存
     カイビル９階 (医       4) 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444030,354.5 医療法人社団　慶徳会〒220-0012 045-641-1893医療法人社団　慶徳会坂本　浩一 平20. 7. 1小   アレ 診療所
     西医354 　ＭＭわんぱくこども横浜市西区みなとみらい４－７－常　勤:    1　理事長　坂本　浩一 新規 現存
     クリニック １２階　Ｂ号室 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445030,356.0 かもめ・みなとみらい〒220-0012 045-228-2212医療法人　かもめクリ梅本　光明 平20. 8.15他   診療所
     西医356 クリニック 横浜市西区みなとみらい３－６－常　勤:    2ニック　理事長　金田 新規 現存
     ２ＭＭパークビル３Ｆ (医       2)　浩 平26. 8.15
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  446030,357.8 ハートクリニック横浜〒220-0005 045-311-0818医療法人社団　ハート柏　淳 平21. 4. 1心内 精   診療所
     西医357 横浜市西区南幸２－１１－１横浜常　勤:    2クリニック　理事長　 新規 現存
     エム・エスビル２Ｆ (医       2)浅井　逸郎 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447030,361.0 横濱髙島診療所 〒220-0011 045-451-1717小原　健 小原　健 平22. 2. 1麻   他   診療所
     西医361 横浜市西区高島２－１４－１１第常　勤:    1 新規 現存
     二田浦ビル６Ｆ (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448030,363.6 洪福寺医院 〒220-0074 045-311-5515東　長人 東　長人 平22. 4. 2眼   心内 診療所
     西医363 横浜市西区南浅間町３１－１１洪常　勤:    1 交代 現存
     福寺ビル１Ｆ (医       1) 平22. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449030,364.4 香取耳鼻咽喉科 〒220-0053 045-350-8741医療法人社団　香竹会香取　秀明 平22. 5. 1耳い アレ 診療所
     西医364 横浜市西区藤棚町１－９５－１リ常　勤:    1　理事長　香取　秀明 交代 現存
     ブゼ横浜ファーストモール１－Ａ(医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450030,366.9 ハートクリニック横浜〒220-0005 045-323-2250医療法人社団　ハート竹村　泰隆 平22.10. 1心内 精   診療所
     西医366 ショートケア 横浜市西区南幸２－１１－１横浜常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     エム・エスビル６Ｆ (医       1)浅井　逸郎 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451030,367.7 クイーンズアイクリニ〒220-6204 045-682-4455医療法人社団　ライト荒井　宏幸 平22.11.15眼   診療所
     西医367 ック 横浜市西区みなとみらい２－３－常　勤:    1　理事長　荒井　宏幸 交代 現存
     ５　クイーンズタワーＣ　４Ｆ (医       1) 平22.11.15
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452030,368.5 あおぞらクリニック 〒220-0005 045-323-6636医療法人清風会　理事宮地　知哉 平22.12. 1心内 神内 精  診療所
     西医368 横浜市西区南幸２－１７－６　横常　勤:    1長　宮地　知哉 交代 現存
     浜駅西口ダイイチビル５Ｆ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453030,369.3 横浜こどもクリニック〒220-0073 045-548-9777増山　宏明 増山　宏明 平23.12. 1小   診療所
     西医369 横浜市西区岡野２－５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454030,370.1 横浜整形外科　クリニ〒220-0073 045-326-3181野村　栄貴 野村　栄貴 平24. 1. 1整外 リハ 診療所
     西医370 ック 横浜市西区岡野２－５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    52 頁

  455030,371.9 マリアクリニック 〒220-0005 045-290-3410松本　幸子 松本　幸子 平24. 1. 1皮   形外 他  診療所
     西医371 横浜市西区南幸２－１４－５廣枝 新規 現存
     ビル３Ｆ 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456030,372.7 川村内科診療所 〒220-0073 045-313-5055川村　昌嗣 川村　昌嗣 平24. 1. 1内   他   診療所
     西医372 横浜市西区岡野２－５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457030,373.5 広島耳鼻咽喉科 〒220-0004 045-319-5287廣島屋　孝 廣島屋　孝 平24. 1. 1耳い 診療所
     西医373 横浜市西区北幸１－４－１天理ビ常　勤:    1 交代 現存
     ル５Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458030,374.3 おのだ皮膚科 〒220-0073 045-323-3553小野田　雅仁 小野田　雅仁 平24. 4. 1皮   アレ 診療所
     西医374 横浜市西区岡野２－５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459030,375.0 医療法人社団　善仁会〒220-0011 045-451-1607医療法人社団　善仁会伊藤　澄子 平24. 5. 1他   診療所
     西医375 　横浜東口腎クリニッ横浜市西区高島２－１３－２横浜常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ク 駅前共同ビル６Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460030,376.8 みなとみらいセントラ〒220-0012 045-232-4005上保　二郎 上保　二郎 平24. 5. 1内   他   診療所
     西医376 ルクリニック 横浜市西区みなとみらい４－６－常　勤:    1 新規 現存
     ２みなとみらいグランドセントラ(医       1) 平24. 5. 1
     ルタワー　２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461030,377.6 メンタルクリニック横〒220-0012 045-650-1095細野　玄哉 細野　玄哉 平24. 7. 1心内 精   診療所
     西医377 浜みなとみらい 横浜市西区みなとみらい４－６－常　勤:    1 新規 現存
     ２グランドセントラルテラス２Ｆ(医       1) 平24. 7. 1
     ２０６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462030,378.4 みやび眼科クリニック〒220-0005 045-314-6006石澤　智宏 石澤　智宏 平24. 9. 1眼   診療所
     西医378 横浜市西区南幸１－５－１相鉄ジ常　勤:    1 交代 現存
     ョイナスＢ１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  463030,379.2 前川メディカルクリニ〒220-0004 045-312-3568医療法人社団前川メデ前川　寛充 平25. 2. 1内   アレ 他  診療所
     西医379 ック 横浜市西区北幸１－１－８　エキ常　勤:    1ィカルクリニック　理 交代 現存
     ニア横浜８Ｆ (医       1)事長　前川　寛充 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464030,380.0 みなとみらい眼科 〒220-0012 045-264-4268佐田　敏朗 佐田　敏朗 平25. 4. 1眼   アレ 他  診療所
     西医380 横浜市西区みなとみらい４－７－常　勤:    1 新規 現存
     １みなとみらいミッドスクエア　(医       1) 平25. 4. 1
     ２Ｆ－Ｃ号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465030,381.8 湘南メディカルクリニ〒220-0011 045-450-1871医療法人社団菜寿会　前川　佳紀 平25. 6. 1眼   他   診療所
     西医381 ック横浜院 横浜市西区高島２－１９－１２横常　勤:    1理事長　苅谷　麻呂 新規 現存
     浜スカイビル１６Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466030,382.6 つるおかクリニック 〒220-0072 045-548-6601鶴岡　大輔 鶴岡　大輔 平25. 6. 1内   外   他  診療所
     西医382 横浜市西区浅間町５－３７８－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467030,383.4 みなとみらい耳鼻咽喉〒220-0012 045-640-4114医療法人社団和久会　茂呂　和久 平25. 7. 1耳い アレ 診療所
     西医383 科 横浜市西区みなとみらい４－７－常　勤:    1理事長　茂呂　和久 交代 気食内 現存
     １－２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468030,384.2 スカイビル腎・泌尿器〒220-0011 045-441-0040医療法人社団湘南太陽御厨　裕治 平25. 9. 1ひ   診療所
     西医384 科クリニック 横浜市西区高島２－１９－１２ス常　勤:    1会　理事長　鳥居　伸 新規 現存
     カイビル９Ｆ (医       1)一郎 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469030,385.9 久保クリニック 〒220-0004 045-316-2555松本　千鶴 松本　千鶴 平25. 9. 1内   外   呼内診療所
     西医385 横浜市西区北幸２－５－１５　プ常　勤:    1 交代 皮   現存
     レミア横浜西口ビル１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1循内　乳外　消
     非常勤:    4 内
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470031,001.1 横浜岡野町クリニック〒220-0073 045-314-2311医療法人社団賢興会　松信　哲朗 平26. 4. 1内   外   脳内診療所
     西医1001 横浜市西区岡野１－１４－１横浜常　勤:    1理事長　内田　直興 新規 胃内　肛外 現存
     メディカルセンタービル３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  471031,004.5 横浜循環器呼吸器内科〒220-0011 045-450-3330医療法人社団護惠会　松村　紳一郎 平26. 5. 1内   呼内 診療所
     西医1004 クリニック 横浜市西区高島２－１４－１７ク常　勤:    1理事長　松村　紳一郎 交代 循内　糖内 現存
     レアトール横浜３Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472031,005.2 ミルディス皮フ科横浜〒220-0073 050-3734-5835医療法人社団　精華会村上　義之 平26. 9. 1皮   アレ 診療所
     西医1005 西口 横浜市西区岡野１－１４横浜メデ常　勤:    1　理事長　村上　義之 交代 美皮　 現存
     ィカルセンタービル２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473040,022.6 横浜掖済会病院 〒231-0036 045-261-8191一般社団法人日本海員長倉　靖彦 昭56. 1.16一般       157病院
     中区医22 横浜市中区山田町１－２ 常　勤:   19掖済会　会長　津野田 内   循   胃  現存
     (医      19)　元直 平23. 1.16呼   外   整外
     非常勤:   18 皮ひ 放   リハ
     (医      18) こう 神内 麻  
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474040,052.3 育愛会レディースクリ〒231-0066 045-231-1770医療法人育愛会　理事杉下　雅美 昭32.10.20一般         1診療所
     中区医52 ニック 横浜市中区日ノ出町１－７５　２常　勤:    1長　田中　珠美 婦   現存
     Ｆ (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475040,103.4 石井耳鼻咽喉科診療所〒231-0041 045-251-3296医療法人鏡明会　理事石井　泰彦 平 6. 1. 6一般        13診療所
     中区医103 横浜市中区吉田町７２ 常　勤:    1長　石井　泰彦 移動 耳い 現存
     (医       1) 平24. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476040,163.8 医療法人回生会　ふれ〒231-0031 045-681-5101医療法人回生会　理事田中　和郎 平14. 4. 1一般        87病院
     中区医163 あい横浜ホスピタル 横浜市中区万代町２－３－３ 常　勤:    6長　大屋敷　万美 移動 内   外   整外現存
     (医       6) 平26. 4. 1形外 美外 心外
     非常勤:    6 小   ひ   産婦
     (医       6) リハ 放   眼  
     他   
     消内　内視内　
     循内　呼内　糖
     内　人透内　消
     外　血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  477040,170.3 独立行政法人地域医療〒231-0023 045-641-1921独立行政法人地域医療大道　久 昭34. 5.25一般       250病院
     (046,170.7) 機能推進機構　横浜中横浜市中区山下町２６８ 常　勤:   57機能推進機構　理事長 内   外   呼外現存
     中区医170 央病院 (医      54)　尾身　茂 平22. 5.25整外 脳外 皮  
     (歯       3) ひ   婦   眼  
     非常勤:   35 歯外 麻   リハ
     (医      35) 放   呼内 病理
     他   
     消内　肝内　循
     内　血管内　腎
     内　人透内　消
     外　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478040,194.3 鈴木内科診療室 〒231-0048 045-261-3320鈴木　信次 鈴木　信次 昭47.12. 4内   診療所
     中区医194 横浜市中区蓬莱町２－３－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479040,241.2 三溪園クリニック 〒231-0821 045-622-9746矢崎　宏子 矢崎　宏子 昭41.11. 1内   消   外  診療所
     中区医241 横浜市中区本牧原２７－２ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480040,255.2 神奈川県予防医学協会〒231-0021 045-641-8501公益財団法人神奈川県井出　研 昭55. 2.20内   呼内 婦  診療所
     中区医255 中央診療所 横浜市中区日本大通５８　日本大常　勤:    9予防医学協会　理事長 外   整外 ひ  現存
     通ビル (医       9)　土屋　尚 平22. 2.20放   病理 
     消内　循内　乳
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481040,274.3 野崎小児科医院 〒231-0849 045-622-8676野崎　正之 野崎　正之 昭45. 4. 1小   診療所
     中区医274 横浜市中区麦田町４－９９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482040,275.0 岩崎クリニック 〒231-0016 045-641-4628岩崎　忠和 岩崎　忠和 昭45. 6.15内   外   放  診療所
     中区医275 横浜市中区真砂町２－１２　関内常　勤:    1 現存
     駅前第一ビル２Ｆ (医       1) 平24. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483040,278.4 大和外科・整形外科医〒231-0846 045-623-7213東　志文 東　志文 昭45.11.15外   整外 放  診療所
     中区医278 院 横浜市中区大和町１－２１ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平24.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  484040,300.6 イセザキ眼科医院 〒231-0048 045-261-2782杉本　敏子 杉本　敏子 昭55. 8. 7眼   診療所
     中区医300 横浜市中区蓬莱町３－１１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485040,305.5 土岐医院 〒231-0827 045-622-5760土岐　裕 土岐　裕 平 3.11. 5内   胃   小  診療所
     中区医305 横浜市中区本牧和田２６－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486040,311.3 中区休日急患診療所 〒231-0806 045-623-0571一般社団法人横浜市中向山　秀樹 昭48. 6.15内   小   診療所
     中区医311 横浜市中区本牧町２－３５３ 常　勤:    2区医療センター　理事 現存
     (医       2)長　向山　秀樹 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487040,317.0 医療法人博生会　本牧〒231-0824 045-621-2445医療法人博生会本牧病杉山　淳 平 3. 8. 1一般        39病院
     中区医317 病院 横浜市中区本牧三之谷１１－５ 常　勤:    5院　理事長　杉山　淳 療養        42現存
     (医       5) 平24. 8. 1内   消   外  
     非常勤:   10 整外 神内 リハ
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488040,324.6 花岡皮膚科クリニック〒231-0014 045-662-3300花岡　宏和 花岡　宏和 昭50.11. 1皮   診療所
     中区医324 横浜市中区常盤町３－２５サンビ常　勤:    1 現存
     ル６Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489040,325.3 金子内科診療所 〒231-0023 045-671-7171金子　秀夫 金子　秀夫 昭51. 2. 1内   診療所
     中区医325 横浜市中区山下町２産業貿易セン常　勤:    1 現存
     タービル３Ｆ (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490040,328.7 前田クリニック 〒231-0024 045-662-3355前田　外喜男 前田　外喜男 昭51. 4.15胃   外   放  診療所
     中区医328 横浜市中区吉浜町２－１４広岡ビ常　勤:    1 こう 現存
     ル４Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491040,338.6 内科渡部医院 〒231-0849 045-641-2788渡部　忠彦 渡部　忠彦 昭52. 9. 1内   小   精  診療所
     中区医338 横浜市中区麦田町２－５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492040,340.2 風野クリニック 〒231-0032 045-662-7822風野　國昭 風野　國昭 平11. 8.25胃   内   神内診療所
     中区医340 横浜市中区不老町１－３－３フェ常　勤:    1 移動 現存
     ニックス関内１０１ (医       1) 平23. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493040,341.0 宇都宮内科胃腸科医院〒231-0846 045-662-1755宇都宮　教行 宇都宮　教行 昭53. 3.15内   胃   診療所
     中区医341 横浜市中区大和町２－３７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  494040,350.1 寿町勤労者福祉協会診〒231-0026 045-641-1278公益財団法人寿町勤労緒形　芳久 平10. 3. 1内   小   精  診療所
     中区医350 療所 横浜市中区寿町４－１４ 常　勤:    1者福祉協会　理事長　 移動 心内 現存
     (医       1)德田　文男 平22. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495040,357.6 医療法人社団松和会　〒231-0048 045-243-5711医療法人社団　松和会高木　信嘉 平元. 4. 1内   診療所
     中区医357 望星関内クリニック 横浜市中区蓬莱町２－４－１住友常　勤:    1　理事長　黒川　清 現存
     生命横浜大通り公園ビル９Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496040,358.4 向山眼科医院 〒231-0824 623-4711 向山　和代 向山　和代 昭55. 5.15眼   診療所
     中区医358 横浜市中区本牧三之谷９１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497040,359.2 医療法人社団善仁会　〒231-0016 045-640-5833医療法人社団善仁会　西田　陽司 平16.11. 1他   診療所
     中区医359 横浜クリニック 横浜市中区真砂町３－３３セルテ常　勤:    1理事長　渡邊　光康 移動 現存
     １０Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498040,360.0 古橋整形外科 〒231-0843 621-2287 古橋　一正 古橋　一正 昭55. 8. 1整外 リハ 診療所
     中区医360 横浜市中区本郷町２－５６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499040,361.8 横浜市救急医療センタ〒231-0062 045-212-3535横浜市長 新海　毅 昭56. 5. 1内   小   眼  診療所
     中区医361 ー 横浜市中区桜木町１－１ 常　勤:    1 耳い 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:  309
     (医     309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500040,364.2 内藤脳外科神経内科放〒231-0048 045-252-0066内藤　弘一 内藤　弘一 昭56.12. 1脳外 神内 放  診療所
     中区医364 射線科クリニック 横浜市中区蓬莱町２－６－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501040,365.9 向山小児科医院 〒231-0824 045-623-7311向山　秀樹 向山　秀樹 昭57. 7.15小   診療所
     中区医365 横浜市中区本牧三ノ谷２２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502040,366.7 馬車道クリニック 〒231-0014 045-681-1106下山田　弘明 下山田　弘明 昭57. 7.15内   胃   外  診療所
     中区医366 横浜市中区常盤町５－６６－２ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  503040,372.5 山下公園クリニック 〒231-0023 045-641-1721小島　悦子 小島　悦子 昭58. 2. 1内   小   診療所
     中区医372 横浜市中区山下町２８－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504040,377.4 天崎内科医院 〒231-0046 045-261-1048天崎　博文 天崎　博文 昭58. 8. 1内   診療所
     中区医377 横浜市中区末広町２－４－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505040,378.2 公益財団法人神奈川県〒231-0004 045-201-8521公益財団法人神奈川県杉政　龍雄 昭59. 1.15内   外   婦  診療所
     中区医378 結核予防会　かながわ横浜市中区元浜町４－３２県民共常　勤:    3結核予防会　理事長　 他   現存
     クリニック 済ビル (医       3)山本　正人 平23. 1.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506040,383.2 元町クリニック 〒231-0847 045-662-0831大本　赫子 大本　赫子 平20. 9.15内   小   診療所
     中区医383 横浜市中区竹之丸１５８－２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507040,385.7 佐藤眼科医院 〒231-0015 045-681-0075佐藤　孜 佐藤　孜 平 9. 7. 1眼   診療所
     中区医385 横浜市中区尾上町６－９０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508040,389.9 大通り公園クリニック〒231-0048 045-251-7961伊藤　順通 伊藤　順通 平26. 4. 1内   皮   診療所
     中区医389 横浜市中区蓬莱町３－１１３ 常　勤:    1 移動 消内　循内 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509040,394.9 佐藤医院 〒231-0806 045-621-4403重松　洋 重松　洋 昭62. 4.22内   診療所
     中区医394 横浜市中区本牧町１－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510040,396.4 ザ・ブラフ・メディカ〒231-0862 045-641-6961一般財団法人ザ・ブラ明石　恒浩 昭62. 7. 1内   小   外  診療所
     (046,396.8) ル＆デンタル・クリニ横浜市中区山手町８２－１ 常　勤:    1フ・クリニック　理事 歯   産婦 現存
     中区医396 ック (医       1)　ゴーリ　ジル 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511040,399.8 小笹医院 〒231-0055 045-261-3616小笹　春樹 小笹　春樹 昭63. 1. 1内   呼   消  診療所
     中区医399 横浜市中区末吉町３－５６－５ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平24. 1. 1
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  512040,400.4 川嶋泌尿器・皮膚科医〒231-0024 045-662-1971川嶋　敏文 川嶋　敏文 平20. 5. 7ひ   皮   他  診療所
     中区医400 院 横浜市中区吉浜町２－４　アクシ常　勤:    1 移動 現存
     ス元町２Ｆ (医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513040,402.0 リー・クリニック 〒231-0033 045-253-3061李　敬一 李　敬一 昭63.12. 1内   放   診療所
     中区医402 横浜市中区長者町９－１７５ 現存
     平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514040,406.1 渡辺皮膚科クリニック〒231-0827 045-622-2333渡辺　知雄 渡辺　知雄 平元. 4.15皮   診療所
     中区医406 横浜市中区本牧和田１２－２２ 現存
     平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515040,407.9 耳鼻咽喉科・気管食道〒231-0827 045-621-9881岡田　康司 岡田　康司 平元. 4.15耳い 気食 診療所
     中区医407 科岡田クリニック 横浜市中区本牧和田１２－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516040,408.7 秋山眼科医院 〒231-0015 045-641-9361秋山　修一 秋山　修一 平元. 5.23眼   内   耳い診療所
     中区医408 横浜市中区尾上町３－２８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5.23
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517040,412.9 吉沢皮膚科医院 〒231-0868 045-662-5005医療法人社団吉沢皮膚吉沢　潤 平元. 8. 1皮   診療所
     中区医412 横浜市中区石川町１－１ 常　勤:    1科医院　理事長　吉沢 現存
     (医       1)　潤 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518040,413.7 医療法人社団　山崎医〒231-0851 045-641-5358医療法人社団山崎医院山崎　博之 平 3.10. 1内   循   小  診療所
     中区医413 院 横浜市中区山元町３－１４２ 常　勤:    2　理事長　山崎　博之 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519040,416.0 サザン・クリニック横〒231-0063 045-243-4544山岸　俊彦 山岸　俊彦 平 2. 1. 1内   心内 皮  診療所
     中区医416 浜 横浜市中区花咲町１－５ヨネヤマ常　勤:    1 ひ   性   現存
     ビル２０１号 (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520040,417.8 やまて眼科クリニック〒231-0842 045-625-3761河野　宗浩 河野　宗浩 平17.12. 9眼   診療所
     中区医417 横浜市中区上野町２－７４－２カ常　勤:    1 移動 現存
     ワノビル２Ｆ (医       1) 平23.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521040,418.6 山部内科クリニック 〒231-0852 045-211-0913山部　快太郎 山部　快太郎 平 2. 1.15内   小   診療所
     中区医418 横浜市中区西竹之丸１１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  522040,420.2 医療法人社団　とみい〒231-0045 045-261-1103医療法人社団とみい眼富井　純子 平 2. 4. 1眼   診療所
     中区医420 眼科 横浜市中区伊勢佐木町６－１４３常　勤:    1科　理事長　富井　純 現存
     Ｉ・Ｔビル (医       1)子 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523040,424.4 宇津見眼科医院 〒231-0066 045-231-7975宇津見　義一 宇津見　義一 平 2. 8.24一般    診療所
     中区医424 横浜市中区日ノ出町２－１１２ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平23. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524040,427.7 室橋内科医院 〒231-0824 045-621-0139室橋　光宇 室橋　光宇 平 2.12. 1内   呼   循  診療所
     中区医427 横浜市中区本牧三之谷２３ー１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525040,428.5 本牧クリニック 〒231-0806 045-621-7708間 　俊一郎 間 　俊一郎 平 2.12. 1一般        19診療所
     中区医428 横浜市中区本牧町１－８９ 常　勤:    1 内   胃   外  現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526040,436.8 郷整形外科 〒231-0033 045-242-8553医療法人社団郷整形外郷　義明 平 3. 7. 1整外 リハ 診療所
     中区医436 横浜市中区長者町９－１６６ー６常　勤:    1科　理事長　郷　義明 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527040,441.8 関谷クリニック 〒231-0837 045-625-0765関谷　茂三郎 関谷　茂三郎 平 4. 3.15内   診療所
     中区医441 横浜市中区滝の上１２８ 常　勤:    2 消内　肛外　腎現存
     (医       2) 平22. 3.15内　糖内　アレ
     疾内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528040,442.6 まつい内科医院 〒231-0064 045-243-3710松井　一雄 松井　一雄 平14. 4. 1内   胃   診療所
     中区医442 横浜市中区野毛町１－１１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529040,446.7 医療法人社団　岩田ク〒231-0045 045-241-0668医療法人社団岩田クリ岩田　正一朗 平 4. 9. 1内   胃   外  診療所
     中区医446 リニック 横浜市中区伊勢佐木町５－１２９常　勤:    1ニック　理事長　岩田 皮   リハ 現存
     －１４ (医       1)　正一朗 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530040,458.2 関内メンタルクリニッ〒231-0027 045-664-7000医療法人社団　正心会大門　英光 平17. 8. 1精   神   心内診療所
     中区医458 ク 横浜市中区扇町１－１－２５キン常　勤:    2　理事長　手島　正大 移動 内   現存
     ガビル７Ｆ (医       2) 平23. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531040,461.6 赤門医院 〒231-0052 045-231-5861医療法人社団　赤門会尾崎　直 平 6. 6. 1内   胃   小  診療所
     中区医461 横浜市中区英町８番地 常　勤:    1赤門医院　理事長　尾 組織変更 外   皮   循  現存
     (医       1)崎　直 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  532040,465.7 秋山内科クリニック 〒231-0861 045-641-0993秋山　英明 秋山　英明 平 6.10.15内   循   診療所
     中区医465 横浜市中区元町５－２０９北村ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平24.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533040,468.1 医療法人社団　山本内〒231-0806 045-622-3331医療法人社団　山本内山本　光一郎 平 7. 2. 1内   診療所
     中区医468 科クリニック 横浜市中区本牧町２－３６４ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　山本　光一郎 平22. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534040,472.3 大石クリニック 〒231-0058 045-262-0014医療法人社団　祐和会大石　雅之 平16. 8. 1精   神   内  診療所
     中区医472 横浜市中区弥生町４－４１　２Ｆ常　勤:    2　理事長　大石　雅之 移動 心内 麻   現存
     (医       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535040,475.6 医療法人社団　佐藤小〒231-0823 045-623-2680医療法人社団　佐藤小佐藤　千代美 平 7.11. 1小   診療所
     中区医475 児科医院 横浜市中区本牧大里町５－１３ 常　勤:    1児科医院　理事長　佐 組織変更 現存
     (医       1)藤　千代美 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536040,476.4 医療法人社団　大出ク〒231-0821 045-622-1120医療法人社団　大出ク大出　直弘 平 7.11. 1胃   こう 内  診療所
     中区医476 リニック 横浜市中区本牧原１７－１マイカ常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 外   リハ 現存
     ル本牧１１番街２階 (医       1)出　直弘 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537040,478.0 医療法人社団　敬和会〒231-0035 045-231-3318医療法人社団　敬和会平松　隆夫 平 8. 1. 1整外 リハ 診療所
     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常　勤:    1　理事長　平松　智裕 組織変更 現存
     ック ビル１０１ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538040,479.8 医療法人社団　慶博会〒231-0015 045-663-7161医療法人社団　慶博会村山　剛也 平24. 4. 6内   外   他  診療所
     中区医479 　関内医院 横浜市中区尾上町５－７６明治屋常　勤:    1　理事長　村山　剛也 移動 現存
     尾上町ビルディング３０１ (医       1) 平24. 4. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539040,481.4 川又クリニック 〒231-0015 045-222-7030川又　潤一郎 川又　潤一郎 平24.10.30心内 精   診療所
     中区医481 横浜市中区尾上町５－７６　明治常　勤:    1 移動 現存
     屋尾上町ビルディング５Ｆ (医       1) 平24.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  540040,483.0 関内整形外科　持田ク〒231-0048 045-243-3381持田　郷 持田　郷 平 8. 4.15整外 リハ 診療所
     中区医483 リニック 横浜市中区蓬莱町２－５－１ガー常　勤:    1 新規 現存
     デンパーク関内１階 (医       1) 平23. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541040,485.5 陽の光クリニック 〒231-0015 045-641-8211医療法人陽光会　理事塩谷　陽介 平 8. 7. 1内   消   リハ診療所
     中区医485 横浜市中区尾上町３－２８横浜国常　勤:    1長　塩谷　陽介 組織変更 現存
     際ビル３階 (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542040,486.3 医療法人健仁会　健仁〒231-0025 045-641-6319医療法人健仁会　理事髙　錫健 平 8. 8. 1胃   呼   外  診療所
     中区医486 外科医院 横浜市中区松影町２－８－１０ 常　勤:    1長　髙　錫健 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543040,487.1 虎の門病院横浜第２合〒231-0003 045-681-0945国家公務員共済組合連池田　弓子 平 8. 9.15内   診療所
     中区医487 同庁舎診療所 横浜市中区北仲通５－５７横浜第常　勤:    1合会　理事長　尾原　 新規 現存
     ２合同庁舎 (医       1)榮夫 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544040,489.7 医療法人社団　福島医〒231-0843 045-621-8321医療法人社団　福島医福島　祥隆 平10. 4. 1内   消   循  診療所
     中区医489 院 横浜市中区本郷町２－４５ 常　勤:    1院　理事長　福島　祥 移動 呼   現存
     (医       1)隆 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545040,491.3 松田クリニック 〒231-0066 045-231-7100医療法人社団　松田会松田　高明 平24. 5.30内   放   他  診療所
     中区医491 横浜市中区日ノ出町１－１９　５常　勤:    2　理事長　松田　信良 移動 現存
     Ｆ (医       2) 平24. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546040,492.1 誠友医院 〒231-0023 045-680-1283蔡　誠偉 蔡　誠偉 平 8.12.15内   小   アレ診療所
     中区医492 横浜市中区山下町１１３－４－３常　勤:    1 新規 リハ 精   現存
     Ｆ (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547040,494.7 川俣クリニック 〒231-0849 045-624-2960医療法人　川俣クリニ川俣　和博 平 9. 6. 1内   麻   リハ診療所
     中区医494 横浜市中区麦田町４－１０７ライ常　勤:    1ック　理事長　川俣　 組織変更 現存
     フ山手２０１号室 (医       1)和博 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548040,495.4 稲村眼科クリニック 〒231-0045 045-263-1771稲村　幹夫 稲村　幹夫 平 9. 6.15眼   診療所
     中区医495 横浜市中区伊勢佐木町５－１２５常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 6.15
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  549040,500.1 かりべクリニック 〒231-0005 045-224-8008苅部　千恵 苅部　千恵 平10. 5.15心内 内   精  診療所
     中区医500 横浜市中区本町１－３綜通横浜ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平22. 5.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550040,502.7 新妻クリニック 〒231-0836 045-629-3585新妻　正道 新妻　正道 平10.12. 1内   胃   循  診療所
     中区医502 横浜市中区根岸町３－１７６－３常　勤:    1 新規 小   現存
     ９ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551040,507.6 本牧港湾診療所 〒231-0812 045-623-5031本橋　郁子 本橋　郁子 平11. 5.19内   診療所
     中区医507 横浜市中区錦町５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552040,508.4 野間メンタルヘルスク〒231-0023 045-651-3711医療法人　野間メンタ野間　和子 平11. 6. 8精   診療所
     中区医508 リニック 横浜市中区山下町３２－１３原ビ常　勤:    1ルヘルスクリニック　 組織変更 現存
     ル６０１ (医       1)理事長　野間　和子 平23. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553040,511.8 医療法人社団　星和会〒231-0023 045-663-7611医療法人社団　星和会中野　栄治 平12. 1. 1内   診療所
     中区医511 　元町メディカルクリ横浜市中区山下町１２３－１横浜常　勤:    1　理事長　竹内　正気 組織変更 現存
     ニック クリードビル８Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554040,515.9 岡田内科クリニック 〒231-0048 045-261-9088岡田　篤信 岡田　篤信 平12. 6.30内   循   神内診療所
     中区医515 横浜市中区蓬莱町１－１－３　ト常　勤:    1 交代 呼   消   現存
     ウセン関内パークビル３Ｆ－３０(医       1) 平24. 6.30
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555040,516.7 イチロークリニック 〒231-0036 045-260-3225青野　一郎 青野　一郎 平13. 1. 1内   診療所
     中区医516 横浜市中区山田町８－１フロール常　勤:    1 移動 現存
     山田町第３共同住宅１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556040,518.3 関内ケンクリニック 〒231-0011 045-681-7066陳　美智 陳　美智 平12. 8.22内   小   整外診療所
     中区医518 横浜市中区太田町２－３１－１－常　勤:    1 交代 現存
     １Ｆ (医       1) 平24. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557040,523.3 横浜サンクリニック 〒231-0047 045-260-3599呉　相俊 呉　相俊 平13. 1. 1形外 美外 皮  診療所
     中区医523 横浜市中区羽衣町３－７６－３ア常　勤:    1 新規 内   麻   現存
     クセラ２１ビル８０１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558040,526.6 本牧眼科クリニック 〒231-0821 045-628-3310鈴木　克也 鈴木　克也 平13. 6. 1眼   診療所
     中区医526 横浜市中区本牧原１－４ムラーラ常　勤:    1 新規 現存
     本牧３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
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  559040,527.4 臼井医院 〒231-0035 045-263-1315医療法人社団　臼井医臼井　俊郎 平13. 7. 2内   胃   循  診療所
     中区医527 横浜市中区千歳町１－２横浜ＴＨ常　勤:    2院　理事長　臼井　俊 組織変更 小   皮   現存
     ビル２Ｆ (医       2)郎 平25. 7. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560040,530.8 山口クリニック 〒231-0057 045-261-1114山口　政利 山口　政利 平13. 8. 3内   放   神内診療所
     中区医530 横浜市中区曙町１－１０ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平25. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561040,531.6 医療法人社団　翠心会〒231-0806 045-623-2070医療法人社団　翠心会尾作　明雄 平13.11. 1内   循   リハ診療所
     中区医531 　尾作内科循環器科医横浜市中区本牧町１－１１５ 常　勤:    1　理事長　尾作　明雄 組織変更 現存
     院 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562040,534.0 山手訪問診療所 〒231-0862 045-629-0252岩淵　潔 岩淵　潔 平20. 1. 4神内 診療所
     中区医534 横浜市中区山手町１０２－４０４常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563040,535.7 久保内科クリニック 〒231-0048 045-260-6511久保　初美 久保　初美 平21. 8.10内   皮   アレ診療所
     中区医535 横浜市中区蓬莱町２－３－３ 常　勤:    1 移動 小   現存
     (医       1) 平21. 8.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564040,536.5 石橋泌尿器科皮フ科ク〒231-0033 045-263-0820石 　克夫 石 　克夫 平14. 4. 1ひ   皮   内  診療所
     中区医536 リニック 横浜市中区長者町９－１６６－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565040,537.3 みなとメンタルクリニ〒231-0012 045-663-5925髙橋　理惠子 髙橋　理惠子 平14. 4. 1精   神   心内診療所
     中区医537 ック 横浜市中区相生町６－１０９志村常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566040,540.7 元町アイクリニック 〒231-0861 045-663-2081大湾　朝恒 大湾　朝恒 平14. 6. 1眼   診療所
     中区医540 横浜市中区元町４－１６８関内元常　勤:    1 新規 現存
     町第２ビル５Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567040,541.5 関内クリニック 〒231-0005 045-201-7676根本　健 根本　健 平14. 6. 1内   診療所
     中区医541 横浜市中区本町４－４３セボン関常　勤:    1 新規 現存
     内第２ビル３Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  568040,542.3 中島医院 〒231-0846 045-621-8713中島　進 中島　進 平15. 7. 7胃   外   こう診療所
     中区医542 横浜市中区大和町２－３４－５山常　勤:    1 移動 放   内   現存
     手駅前クリニックビル１Ｆ (医       1) 平21. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569040,545.6 長原耳鼻科咽喉科クリ〒231-0843 045-622-4187長原　太郎 長原　太郎 平14.12. 1耳い 気食 診療所
     中区医545 ニック 横浜市中区本郷町２－４５－２福常　勤:    1 新規 現存
     島ビル３Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570040,546.4 神人整形外科クリニッ〒231-0045 045-262-3577医療法人社団　慈誠会神人　護 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     中区医546 ク 横浜市中区伊勢佐木町６－１４６常　勤:    1　理事長　神人　護 組織変更 現存
     ストーク伊勢佐木６番館１０１号(医       1) 平21. 1. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571040,548.0 関内仲通りクリニック〒231-0012 045-662-5766桂城　俊夫 桂城　俊夫 平15. 4.15精   内   心内診療所
     中区医548 横浜市中区相生町２－４２－３横常　勤:    1 新規 現存
     浜エクセレントⅩⅦビル３Ｆ (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572040,550.6 山手クリニック 〒231-0851 045-222-3453猪狩　秀則 猪狩　秀則 平15. 6. 1内   リハ 放  診療所
     中区医550 横浜市中区山元町２－６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573040,552.2 医療法人博生会　本牧〒231-0824 045-621-2448医療法人博生会　理事富田　康彦 平15. 7. 1外   内   消  診療所
     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 常　勤:    1長　杉山　淳 新規 整外 神内 リハ現存
     (医       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574040,555.5 福田俊子レディスクリ〒231-0005 045-224-8030医療法人社団祥應会　福田　俊子 平15.11. 1一般         2診療所
     中区医555 ニック 横浜市中区本町１－３綜通横浜ビ常　勤:    1理事長　福田　俊子 組織変更 産婦 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575040,556.3 うしくぼ消化器・内科〒231-0028 045-222-9533牛窪　利明 牛窪　利明 平15.11.15消   内   診療所
     中区医556 クリニック 横浜市中区翁町１－４－１マリン常　勤:    1 新規 現存
     ウェーブビル２Ｆ (医       1) 平21.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576040,557.1 医療法人社団大星会　〒231-0062 045-683-6067医療法人社団大星会　豊川　裕之 平15.12. 9内   皮   診療所
     中区医557 横浜大星クリニック 横浜市中区桜木町１－１－８日石常　勤:    3理事長　丸山　邦夫 組織変更 現存
     横浜ビル２９Ｆ (医       3) 平21.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577040,559.7 高橋皮フ科クリニック〒231-0843 045-628-4112高橋　泰英 高橋　泰英 平16. 4. 1皮   アレ 診療所
     中区医559 横浜市中区本郷町２－４５－２福常　勤:    1 新規 現存
     島クリニックビル３０２号室 (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  578040,562.1 花園橋クリニック 〒231-0023 045-662-9810医療法人回生会　理事毛利　元彦 平16. 4. 1内   外   整外診療所
     中区医562 横浜市中区山下町２２３－１テル常　勤:    1長　大屋敷　万美 組織変更 現存
     ウエル横浜ビル１Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579040,564.7 日本大通満岡クリニッ〒231-0021 045-222-3557満岡　義敬 満岡　義敬 平16. 4.15心内 精   神  診療所
     中区医564 ク 横浜市中区日本大通５２ロイヤー常　勤:    1 新規 現存
     ズビル５Ｆ (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580040,567.0 寺道小児科医院 〒231-0806 045-623-1021寺道　貴恵 寺道　貴恵 平16. 5. 6小   アレ 診療所
     中区医567 横浜市中区本牧町１－１７８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581040,568.8 馬車道レディスクリニ〒231-0012 045-228-1680医療法人秀晃会　理事池永　秀幸 平16. 5. 6産婦 診療所
     中区医568 ック 横浜市中区相生町４－６５－３馬常　勤:    1長　池永　秀幸 組織変更 現存
     車道メディカルスクエア５Ｆ (医       1) 平22. 5. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582040,569.6 かとう内科クリニック〒231-0015 045-640-5433加藤　清 加藤　清 平16. 9. 1内   リウ アレ診療所
     中区医569 横浜市中区尾上町３－３９尾上町常　勤:    1 新規 現存
     ビル８Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583040,570.4 よしずみ耳鼻科クリニ〒231-0005 045-663-6187山本　義純 山本　義純 平16. 9. 1耳い アレ 気食診療所
     中区医570 ック 横浜市中区本町３－２４－３エル常　勤:    1 新規 現存
     ドシック横濱２Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584040,571.2 かめのはしクリニック〒231-0868 045-226-2818川越　理香 川越　理香 平16. 9.15内   小   診療所
     中区医571 横浜市中区石川町３－１０８－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585040,572.0 ポーラのクリニック 〒231-0032 045-222-8461医療法人社団　一準会山中　修 平16.12. 1内   循   呼  診療所
     中区医572 横浜市中区不老町３－１４－５ 常　勤:    1　理事長　山中　修 新規 皮   現存
     (医       1) 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  586040,573.8 ことぶき共同診療所 〒231-0025 045-651-2305医療法人ことぶき共同鈴木　伸 平16.12. 1精   神   内  診療所
     中区医573 横浜市中区松影町２－７－１７リ常　勤:    1診療所　理事長　鈴木 組織変更 整外 現存
     バーハイツ石川町２Ｆ (医       1)　伸 平22.12. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587040,575.3 みなとクリニック 〒231-0806 045-623-6633医療法人社団広秀会　卓馬　紳 平16.12. 1小   皮   整外診療所
     中区医575 横浜市中区本牧町１－７キャスト常　勤:    1理事長　卓馬　紳 組織変更 内   リハ 現存
     本牧１Ｆ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588040,576.1 パークサイド柴田メン〒231-0023 045-222-0336医療法人心医会　理事柴田　浩生 平17. 1. 5精   神   心内診療所
     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常　勤:    1長　柴田　浩生 組織変更 内   現存
     Ｆ (医       1) 平23. 1. 5
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589040,577.9 たけレディースクリニ〒231-0014 045-681-7771新沼　武成 新沼　武成 平17. 1.15婦   診療所
     中区医577 ック 横浜市中区常盤町３－３６関内Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓビル４Ｆ (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590040,579.5 関内鈴木クリニック 〒231-0015 045-681-0056鈴木　亮一 鈴木　亮一 平17. 4. 1内   消   循  診療所
     中区医579 横浜市中区尾上町３－２８横浜国常　勤:    1 新規 皮   整外 ひ  現存
     際ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591040,581.1 元町こどもクリニック〒231-0023 045-650-6109原　智彦 原　智彦 平17. 4. 1小   診療所
     中区医581 横浜市中区山下町３７－８グロー常　勤:    1 新規 現存
     リオタワー横浜元町２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592040,584.5 たに内科クリニック 〒231-0045 045-241-4114谷　賢治 谷　賢治 平17. 4.15内   リウ アレ診療所
     中区医584 横浜市中区伊勢佐木町５－１２５常　勤:    1 新規 現存
     伊勢佐木クイントパラディオ１Ｆ(医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593040,585.2 さくらＴ’Ｓクリニッ〒231-0836 045-628-7985櫻沢　俊秋 櫻沢　俊秋 平17. 5. 1内   アレ 神内診療所
     中区医585 ク 横浜市中区根岸町２－８０－２ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  594040,586.0 ワシン坂病院 〒231-0862 045-623-7688医療法人社団　山手正荒井　政明 平17. 6. 1精神       196病院
     中区医586 横浜市中区山手町１６９ 常　勤:    5恵会　理事長　荒井　 組織変更 精   神   内  現存
     (医       5)政明 平23. 6. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595040,587.8 八巻整形外科クリニッ〒231-0843 045-622-8825医療法人　冬峰会　理八巻　冬彦 平17. 6. 1整外 リハ 診療所
     中区医587 ク 横浜市中区本郷町２－４５福島ビ常　勤:    1事長　八巻　冬彦 組織変更 現存
     ル５Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596040,589.4 陽和クリニック 〒231-0023 045-681-5117稲村　恒明 稲村　恒明 平17. 7. 6内   診療所
     中区医589 横浜市中区山下町１８５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597040,593.6 雨宮クリニック 〒231-0015 045-228-1535雨宮　清 雨宮　清 平17.12.15一般         1診療所
     中区医593 横浜市中区尾上町５－７６明治屋常　勤:    1 新規 産婦 内   現存
     尾上町ビル５Ｆ (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598040,595.1 相生２３クリニック 〒231-0012 045-222-7710医療法人社団　湘南太塩野　裕 平18. 5. 1内   ひ   診療所
     中区医595 横浜市中区相生町１－３モアグラ常　勤:    1陽会　理事長　鳥居　 新規 現存
     ンド関内ビル１Ｆ (医       1)伸一郎 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599040,596.9 関内耳鼻咽喉科クリニ〒231-0032 045-663-4120具志堅　隆 具志堅　隆 平18. 5.15耳い 診療所
     中区医596 ック 横浜市中区不老町１－３－３フェ常　勤:    1 新規 現存
     ニックス関内２０１ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600040,597.7 よしだ形成外科クリニ〒231-0056 045-253-7679吉田　豊一 吉田　豊一 平18. 7. 1形外 皮   美外診療所
     中区医597 ック 横浜市中区若葉町２－２４－５松常　勤:    1 新規 現存
     井ビル１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601040,598.5 馬車道内科クリニック〒231-0005 045-222-1222荻原　朝彦 荻原　朝彦 平18. 7.15内   循   胃  診療所
     中区医598 横浜市中区本町４－３８横浜本町常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平24. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602040,601.7 元町眼科 〒231-0868 045-661-1166池田　桐子 池田　桐子 平18. 5.29眼   診療所
     中区医601 横浜市中区石川町１－３ＧＳビル常　勤:    1 交代 現存
     ４０１ (医       1) 平24. 5.29
     非常勤:    1
     (医       1)
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  603040,603.3 山手消化器・内科クリ〒231-0849 045-625-2325床井　伸介 床井　伸介 平25. 2.12内   他   診療所
     中区医603 ニック 横浜市中区麦田町４－１０２－３常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604040,604.1 医療法人　創祥会　小〒231-0843 045-623-8209医療法人　創祥会　理小菅　祥一 平18.11. 1内   小   皮  診療所
     中区医604 菅医院 横浜市中区本郷町１－２６ 常　勤:    1事長　小菅　祥一 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605040,606.6 ベイサイド　さちクリ〒231-0011 045-227-8341小野　繁 小野　繁 平19. 1. 1心内 内   精  診療所
     中区医606 ニック 横浜市中区太田町６－７９Ａｂｓ常　勤:    1 新規 現存
     ｏｌｕｔｅ横濱馬車道ビル８Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606040,607.4 石川町クリニック 〒231-0026 045-226-1822医療法人　愛おい会　東海林　正 平19. 4. 1神   心内 精  診療所
     中区医607 横浜市中区寿町１－１－２ 常　勤:    2理事長　東海林　正 組織変更 内   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607040,608.2 元町レディースクリニ〒231-0023 045-662-0655医療法人社団　淳厚会酒井　淳 平19. 4. 1一般         1診療所
     中区医608 ック 横浜市中区山下町３７－８グロー常　勤:    1　理事長　酒井　淳 組織変更 産婦 現存
     リオタワー横浜元町２０４－２号(医       1) 平25. 4. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608040,610.8 小菅医院 〒231-0868 045-651-6177医療法人　ＫＭＧ　理小菅　孝明 平19. 5. 1内   小   循  診療所
     中区医610 横浜市中区石川町１－１１－２ 常　勤:    4事長　小菅　孝明 組織変更 消   アレ 外  現存
     (医       4) 平25. 5. 1整外 麻   精  
     非常勤:    6 婦   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609040,611.6 桜木町クリニック 〒231-0063 045-479-4437川崎　一 川崎　一 平19. 5.15心内 精   診療所
     中区医611 横浜市中区花咲町１－４８　ロゼ常　勤:    1 新規 現存
     桜木町２階 (医       1) 平25. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610040,612.4 かねこ内科 〒231-0866 045-662-6262金子　浩 金子　浩 平19. 6. 1内   診療所
     中区医612 横浜市中区柏葉３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611040,613.2 あきばクリニック 〒231-0064 045-250-0781秋庭　宏紀 秋庭　宏紀 平19. 6. 1内   他   診療所
     中区医613 横浜市中区野毛町３－１６０－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  612040,614.0 本郷町田園眼科クリニ〒231-0843 045-479-6592滝澤　寛重 滝澤　寛重 平19. 6.15眼   診療所
     中区医614 ック 横浜市中区本郷町２－４５－２　常　勤:    1 新規 現存
     福島ビル４階 (医       1) 平25. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613040,615.7 横浜元町女性医療クリ〒231-0861 045-651-6321医療法人　ＬＥＡＤＩ槍澤　ゆかり 平19. 6. 1婦   他   診療所
     中区医615 ニック・ＬＵＮＡ 横浜市中区元町３－１１５百段館常　勤:    2ＮＧ　ＧＩＲＬＳ　理 組織変更 現存
     ５Ｆ (医       2)事長　関口　由紀 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614040,616.5 本牧レディスクリニッ〒231-0827 045-628-3077町澤　一郎 町澤　一郎 平19.10.15産婦 診療所
     中区医616 ク 横浜市中区本牧和田１２－２２ジ常　勤:    1 新規 現存
     ョイ新本牧２Ｆ (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615040,617.3 よこはま港南診療所 〒231-0834 045-622-8092髙橋　健 髙橋　健 平19.11. 1内   診療所
     中区医617 横浜市中区池袋５ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616040,618.1 まゆみ皮フ科クリニッ〒231-0012 045-640-5536安田　眞弓 安田　眞弓 平19.11.15皮   診療所
     中区医618 ク 横浜市中区相生町２－４２－３　常　勤:    1 新規 現存
     横浜エクセレントⅩⅦ　７Ｆ (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617040,619.9 横浜野毛坂クリニック〒231-0064 045-251-2673韓　樹中 韓　樹中 平19.12.15内   循   呼  診療所
     中区医619 横浜市中区野毛町３－１６０－４常　勤:    1 新規 アレ 現存
     　ちぇるる野毛２Ｆ (医       1) 平25.12.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618040,621.5 徳井内科関内クリニッ〒231-0032 045-633-6233医療法人社団　宏徳会是木　茂幸 平20. 4.15内   他   診療所
     中区医621 ク 横浜市中区不老町１－２－１　中常　勤:    2　理事長　德井　幹也 新規 現存
     央第６関内ビル６０２号室 (医       2) 平26. 4.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619040,622.3 桜木町整形外科ペイン〒231-0064 045-489-5235佐藤　博臣 佐藤　博臣 平20. 5. 1整外 麻   リハ診療所
     中区医622 クリニック 横浜市中区野毛町３－１６０－４常　勤:    1 新規 現存
     　ちぇるる野毛２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  620040,623.1 本牧脳神経外科クリニ〒231-0821 045-622-3782山滝　昭 山滝　昭 平20. 6. 1脳外 神内 診療所
     中区医623 ック 横浜市中区本牧原１９－１－３０常　勤:    1 新規 現存
     ２　 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621040,624.9 ＬＵＮＡ骨盤底トータ〒231-0861 045-680-1226医療法人　ＬＥＡＤＩ関口　由紀 平20. 6.15婦   外   診療所
     中区医624 ルサポートクリニック横浜市中区元町２－９６－４鈴音常　勤:    1ＮＧ　ＧＩＲＬＳ　理 新規 現存
     第一ビル２Ｆ号室 (医       1)事長　関口　由紀 平26. 6.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622040,625.6 桜井耳鼻咽喉科医院 〒231-0025 045-663-1133櫻井　裕 櫻井　裕 平20. 9. 1耳い 気食 診療所
     中区医625 横浜市中区吉浜町１－９エトワー常　勤:    1 交代 現存
     ル吉浜３０２ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623040,626.4 まこと心のクリニック〒231-0032 045-222-8050山田　耕一 山田　耕一 平20.10. 1精   心内 内  診療所
     中区医626 横浜市中区不老町１－５－１１Ｋ常　勤:    1 新規 現存
     ーＳＰＩＲＥビル３Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624040,628.0 関内サンドウ内科医院〒231-0015 045-263-6868三道　由起子 三道　由起子 平20.12. 1消   循   内  診療所
     中区医628 横浜市中区尾上町２－１８－１Ｙ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓビル　２Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625040,629.8 えみ子皮膚科クリニッ〒231-0868 045-664-6004医療法人社団　良和会澤村　栄美子 平20.12.11皮   診療所
     中区医629 ク 横浜市中区石川町１－１２－２０常　勤:    1　理事長　澤村　栄美 組織変更 現存
     １ (医       1)子 平20.12.11
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626040,630.6 向井クリニック 〒231-0861 045-222-0678向井　英晴 向井　英晴 平21. 6. 1内   外   皮  診療所
     中区医630 横浜市中区元町１－５１－１Ｆ－常　勤:    1 新規 他   現存
     ｆｌａｔビル１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627040,634.8 元町宮地クリニック 〒231-0861 045-263-9115宮地　系典 宮地　系典 平21.12. 1内   他   診療所
     中区医634 横浜市中区元町２－８６－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628040,635.5 中華街医院 〒231-0023 045-662-8992医療法人　医健会　理東　健芳 平22. 1.20内   外   整外診療所
     中区医635 横浜市中区山下町７３－３ヴァル常　勤:    1事長　東　健芳 移動 皮   現存
     ス山下町ビル７０１ (医       1) 平22. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629040,636.3 よしづ眼科 〒231-0062 045-264-4020吉津　哲茂 吉津　哲茂 平22. 3. 1眼   診療所
     中区医636 横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯ常　勤:    1 新規 現存
     Ｃみなとみらい３Ｆ (医       1) 平22. 3. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    72 頁

  630040,639.7 青山会　関内クリニッ〒231-0048 045-260-6331医療法人財団　青山会谷口　雅章 平22. 4. 1精   診療所
     中区医639 ク 横浜市中区蓬莱町１－１－３関内常　勤:    1　理事長　内藤　圭之 新規 現存
     パークビル５Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631040,641.3 みなとみらいケンズク〒231-0062 045-651-2588医療法人社団健生会　寒河江　三太郎 平22. 5. 1内   呼内 心内診療所
     中区医641 リニック 横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯ常　勤:    1理事長　柳川　健 新規 精   現存
     Ｃみなとみらい３Ｆ (医       1) 平22. 5. 1循内　消内（胃
     非常勤:   14 内）　糖代内
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632040,642.1 桜木町オーシャンクリ〒231-0062 045-641-0777鈴木　誠 鈴木　誠 平22. 5. 1ひ   皮   内  診療所
     中区医642 ニック 横浜市中区桜木町１－１－７ＴＯ常　勤:    1 新規 精   形外 現存
     Ｃみなとみらい３Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633040,646.2 石上内科クリニック 〒231-0821 045-624-3535石上　晃庸 石上　晃庸 平22.12. 1内   他   診療所
     中区医646 横浜市中区本牧原１９－１　ＴＨ常　勤:    1 新規 現存
     Ｅ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ　ＨＯＮ(医       1) 平22.12. 1
     ＭＯＫＵＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＢＡ
     ＹＳＩＤＥ　３０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634040,647.0 田中クリニック横浜公〒231-0013 045-680-6262田中　冨久子 田中　冨久子 平23. 1. 1内   他   診療所
     中区医647 園 横浜市中区住吉町１－１２－５　常　勤:    1 新規 現存
     横浜エクセレントⅩⅥ　２Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635040,648.8 元町セントラルクリニ〒231-0861 045-222-1211医療法人　健和会　理井上　健和 平23. 1. 1美外 内   外  診療所
     中区医648 ック 横浜市中区元町４－１６８　元町常　勤:    1事長　井上　健和 交代 皮   形外 他  現存
     第２ビル５Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636040,649.6 横浜関内わだクリニッ〒231-0047 045-250-0226和田　修幸 和田　修幸 平23. 4. 1外   内   診療所
     中区医649 ク 横浜市中区羽衣町２－７－４　ダ常　勤:    1 新規 現存
     イワロイネットホテル横浜関内２(医       1) 平23. 4. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637040,652.0 産婦人科マチダクリニ〒231-0036 045-315-2331町田　稔文 町田　稔文 平23. 9. 1産   婦   診療所
     中区医652 ック 横浜市中区山田町７－８　産友ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１０１ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  638040,653.8 猪子メンタルクリニッ〒231-0063 045-231-8861猪子　香代 猪子　香代 平24. 1. 1心内 精   他  診療所
     中区医653 ク 横浜市中区花咲町２－７０ミツミ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１０３ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639040,655.3 やまもと整形外科医院〒231-0851 045-663-3122村山　博人 村山　博人 平24. 4. 1整外 他   診療所
     中区医655 横浜市中区山元町２－７７－１０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640040,656.1 医療法人社団　健伸会〒231-0024 045-650-1616医療法人社団　健伸会天田　大輔 平24. 5. 1内   眼   診療所
     中区医656 　石川町なのはなクリ横浜市中区吉浜町１－２パークス常　勤:    1　理事長　林　明伸 新規 現存
     ニック クエア横浜２Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641040,657.9 医療法人社団オハナ　〒231-0033 045-315-2211医療法人社団オハナ　新田　亮 平24. 4. 1内   皮   診療所
     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常　勤:    1理事長　新田　亮 交代 現存
     ニック Ｓ長者町ビル１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642040,658.7 石川クリニック 〒231-0862 045-641-0494石川　雅健 石川　雅健 平24. 4.23外   内   他  診療所
     中区医658 横浜市中区山手町５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 4.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643040,660.3 廣瀬医院 〒231-0056 045-251-7468医療法人　廣仁会　理廣瀬　久也 平24. 5. 1内   診療所
     中区医660 横浜市中区若葉町２－２４ 常　勤:    1事長　廣瀬　久也 交代 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644040,661.1 横浜ヘルスケアクリニ〒231-0005 045-650-8044医療法人社団　松樹会植松　正樹 平24. 5. 1内   整外 脳外診療所
     中区医661 ック 横浜市中区本町６－５０－１横浜常　勤:    1　理事長　植松　正樹 交代 皮   現存
     アイランドタワー　Ｂ１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645040,662.9 女性医療クリニック　〒231-0861 045-633-2680医療法人　ＬＥＡＤＩ相澤　雪 平24. 7. 1精   婦   診療所
     中区医662 ＬＵＮＡ・ＡＮＮＥＸ横浜市中区元町３－１１５　百段常　勤:    2ＮＧ　ＧＩＲＬＳ　理 新規 女内　漢内　女現存
     館３Ｆ (医       2)事長　関口　由紀 平24. 7. 1ひ
     非常勤:    2
     (医       2)
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  646040,665.2 馬車道慶友クリニック〒231-0002 045-640-3383古梶　清和 古梶　清和 平24.12. 1内   外   心外診療所
     中区医665 横浜市中区海岸通５－２５－２－常　勤:    1 新規 他   現存
     ２３シャレール海岸通２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647040,666.0 本牧整形外科クリニッ〒231-0821 045-264-4520医療法人社団　煌真　櫻井　真一 平24.12. 1整外 リウ リハ診療所
     中区医666 ク 横浜市中区本牧原１９－１－１０常　勤:    1理事長　櫻井　真一 交代 現存
     １ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648040,667.8 石川町整形外科 〒231-0024 045-650-1660医療法人社団　医優会山口　優 平24.12. 1整外 リハ 他  診療所
     中区医667 横浜市中区吉浜町１－２パークス常　勤:    1　理事長　山口　優 交代 現存
     クエア横浜２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649040,668.6 関内駅前内科クリニッ〒231-0016 045-228-7592村岡　知則 村岡　知則 平25. 2. 1内   他   診療所
     中区医668 ク 横浜市中区真砂町３－３３セルテ常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650040,669.4 石川町内科クリニック〒231-0025 045-264-4678渡會　伸治 渡會　伸治 平25. 4. 1内   外   他  診療所
     中区医669 横浜市中区松影町１－３－７ロッ常　勤:    1 新規 現存
     クヒルズⅧ　３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651040,670.2 アンジュール横浜クリ〒231-0011 045-228-9100安藤　太一 安藤　太一 平25. 5. 1皮   形外 美外診療所
     中区医670 ニック 横浜市中区太田町６－７９アブソ常　勤:    1 新規 現存
     ルート横濱馬車道ビル５Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652040,671.0 横浜尾上町クリニック〒231-0015 045-633-3377山田　和夫 山田　和夫 平25. 5. 1精   神内 他  診療所
     中区医671 横浜市中区尾上町２－１８－１Ｙ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓビル９Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653040,672.8 医療法人社団三志会　〒231-0023 045-228-1141医療法人社団　三志会中山　学 平25. 5. 1整外 形外 皮  診療所
     中区医672 よこはま元町クリニッ横浜市中区山下町３７－８グロー常　勤:    1　理事長　清水　宏昭 交代 内   現存
     ク リオタワー横浜元町２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654040,673.6 元町たかつか内科クリ〒231-0023 045-650-6570医療法人社団人診会　髙塚　洋二 平25. 5. 1内   他   診療所
     中区医673 ニック 横浜市中区山下町３７－８グロー常　勤:    1理事長　髙塚　洋二 交代 現存
     リオタワー横浜元町２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    75 頁

  655040,674.4 横浜馬車道皮膚科・ペ〒231-0002 045-664-9455林　理華 林　理華 平25. 7. 1皮   アレ 美外診療所
     中区医674 インクリニック 横浜市中区海岸通５－２５－２－常　勤:    1 新規 他   現存
     ２４シャレール海岸通２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656040,675.1 古川本牧クリニック 〒231-0821 045-621-7111医療法人財団俊陽会　鈴木　英明 平25. 8. 1内   診療所
     中区医675 横浜市中区本牧原１－１１有料老常　勤:    1理事長　古川　健太郎 新規 現存
     人ホームすいとぴー本牧三溪園内(医       1) 平25. 8. 1
     １Ｆ 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657040,676.9 馬車道さくらクリニッ〒231-0011 045-201-9510車　英俊 車　英俊 平26. 2. 1ひ   皮   内  診療所
     中区医676 ク 横浜市中区太田町６－７３コーケ常　勤:    1 移動 現存
     ンキャピタルビル２Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658041,000.1 ＢーＲａｉｎ　Ｃｌｉ〒231-0033 045-315-5151医療法人社団橋　理事高　卓士 平25.12. 1心内 精   診療所
     中区医1000 ｎｉｃ 横浜市中区長者町３－７－５ＹＳ常　勤:    1長　高　卓士 交代 現存
     長者町ビル１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659041,001.9 かんない駅前眼科クリ〒231-0016 045-662-8680医療法人社団倫純会　福永　ひろ美 平26. 2. 1眼   診療所
     中区医1001 ニック 横浜市中区真砂町３－３８　キリ常　勤:    1理事長　福永　ひろ美 交代 現存
     ン関内ビル４Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660041,002.7 山手の森こころのクリ〒231-0846 045-263-8474山田　高裕 山田　高裕 平26. 4.14精   心内 診療所
     中区医1002 ニック 横浜市中区大和町２－６０－１ 常　勤:    1 新規 児精 現存
     (医       1) 平26. 4.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661041,003.5 古川耳鼻咽喉科医院 〒231-0056 045-261-7974医療法人社団若葉会　古川　滋 平26. 5. 1耳い 診療所
     中区医1003 横浜市中区若葉町２－２４－５松常　勤:    1理事長　古川　滋 交代 気食内 現存
     井ビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662041,004.3 ＫＯ　ＣＬＩＮＩＣ 〒231-0015 045-651-1117黄　聖琥 黄　聖琥 平26. 6. 1形外 美外 診療所
     中区医1004 横浜市中区尾上町４－５４ｋａｎ常　勤:    1 新規 美皮 現存
     ｎａｉ　ｅｘビル８Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  663041,005.0 本牧ベイサイドクリニ〒231-0821 045-628-0622根岸　龍二郎 根岸　龍二郎 平26. 7. 1内   小   リハ診療所
     中区医1005 ック 横浜市中区本牧原１－２２ムラー常　勤:    1 交代 皮   現存
     ラ本牧南館３Ｆ (医       1) 平26. 7. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664041,006.8 カトレヤｅｙｅクリニ〒231-0044 045-231-1103大多和　さやか 大多和　さやか 平26.10. 1眼   診療所
     中区医1006 ック 横浜市中区福富町東通１－１カト常　勤:    1 新規 現存
     レヤプラザメディカルセンター３(医       1) 平26.10. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665047,220.9 戸賀崎産婦人科医院 〒231-0048 045-251-7284戸賀崎　義洽 戸賀崎　義洽 昭56.11. 1一般         4診療所
     中区医220 横浜市中区蓬莱町２－６－１４ 常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 045-628-6100横浜市長 四宮　謙一 平17. 4. 1一般       584地域支援
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 常　勤:  198 交代 内   呼   消  病院
     中区医582 (医     193) 平23. 4. 1循   神内 アレ現存
     (歯       5) 小   外   呼外
     心外 脳外 整外
     形外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667050,011.6 公益財団法人神奈川県〒232-0033 045-251-2364公益財団法人神奈川県長谷川　英之 昭32. 7.15内   他   診療所
     南医11 結核予防会　中央健康横浜市南区中村町３－１９１－７常　勤:    3結核予防会　理事長　 現存
     相談所 (医       3)山本　正人 平23. 7.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668050,021.5 医療法人　佐藤病院 〒232-0006 045-731-1515医療法人佐藤病院　理佐藤　克之 昭32. 9.20一般        46病院
     南医21 横浜市南区南太田１－１０－３ 常　勤:    4事長　佐藤　克之 療養        53現存
     (医       4) 平23. 9.20内   外   脳外
     整外 形外 リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669050,050.4 塚田医院 〒232-0033 045-251-5748塚田　四郎 塚田　四郎 昭32.10.20内   放   小  診療所
     南医50 横浜市南区中村町３－１９９－３常　勤:    1 ひ   婦   現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670050,101.5 大川小児科医院 〒232-0032 045-231-4443大川　一義 大川　一義 昭32.10.20小   診療所
     南医101 横浜市南区万世町２－２７ 現存
     平23.10.20
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  671050,227.8 川田医院 〒232-0071 045-712-6006川田　和子 川田　和子 昭41.12.15内   小   皮  診療所
     南医227 横浜市南区永田北３－１４－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672050,246.8 榊原医院 〒232-0003 045-231-3080榊原　光利 榊原　光利 昭44. 2. 1内   小   放  診療所
     南医246 横浜市南区西中町３－４４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673050,250.0 松野医院 〒232-0066 045-713-4161松野　正英 松野　正英 昭44. 6.15内   胃   循  診療所
     南医250 横浜市南区六ツ川２－４１－２７常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674050,259.1 三宅医院 〒232-0035 045-251-2215三宅　正高 三宅　正高 昭46. 3. 1内   小   診療所
     南医259 横浜市南区平楽１３８－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675050,264.1 宗教法人野村病院 〒232-0022 045-251-2401宗教法人天宗　野村病北　浩之 昭47. 9. 1一般        60病院
     南医264 横浜市南区高根町１－３ 常　勤:    1院　代表役員　野村　 外   整外 麻  現存
     (医       1)高秋 平23. 9. 1内   ひ   他  
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676050,267.4 畑岡外科クリニック 〒232-0041 045-714-3438畑岡　寛 畑岡　寛 昭52. 4. 1外   皮   整外診療所
     南医267 横浜市南区睦町２－１８１－４ 常　勤:    1 リハ ひ   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677050,273.2 公益財団法人明徳会　〒232-0007 045-231-6714公益財団法人明徳会　杉山　正春 昭49.10. 1療養        60病院
     南医273 清水ケ丘病院 横浜市南区清水ケ丘１７ 常　勤:    2理事長　内田　初江 内   胃   精  現存
     (医       2) 平22.10. 1皮   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678050,274.0 山屋内科医院 〒232-0063 045-714-5245山屋　禎男 山屋　禎男 昭49.12.15内   小   皮  診療所
     南医274 横浜市南区中里４－１－１６ 常　勤:    1 心内 現存
     (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679050,275.7 金杉小児科内科医院 〒232-0071 045-714-0030金杉　儀衛 金杉　儀衛 昭50. 1. 1内   小   診療所
     南医275 横浜市南区永田北３－２－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680050,278.1 佐治内科 〒232-0022 045-261-9436佐治　金次郎 佐治　金次郎 昭50.12.15内   小   診療所
     南医278 横浜市南区高根町１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
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  681050,279.9 原クリニック 〒232-0024 252-6622 原　實 原　實 平 4. 9. 1精   神   診療所
     南医279 横浜市南区浦舟町１－１メディカ常　勤:    1 現存
     ル浦舟７Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682050,280.7 三沢内科クリニック 〒232-0054 045-731-0507三沢　昶 三沢　昶 昭52. 1. 1内   呼   循  診療所
     南医280 横浜市南区大橋町２－３４ 常　勤:    1 小   胃   放  現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683050,281.5 白木内科 〒232-0023 045-252-7001白木　洋二 白木　洋二 昭52. 6. 1内   リハ 診療所
     南医281 横浜市南区白妙町３－４１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684050,286.4 原整形外科医院 〒232-0067 045-714-0037原　貞夫 原　貞夫 昭53.12.15整外 診療所
     南医286 横浜市南区弘明寺２６８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685050,291.4 南区休日急患診療所 〒232-0017 045-731-2416一般社団法人南区医師出井　教雄 昭54. 7. 1内   小   耳  診療所
     南医291 横浜市南区宿町４－７６－１ 常　勤:    1会　理事長　北濱　正 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686050,295.5 泉谷内科医院 〒232-0066 045-742-6881泉谷　昭 泉谷　昭 平 3. 6.10内   診療所
     南医295 横浜市南区六ツ川３－７５－８０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687050,299.7 斗星堂クリニック 〒232-0026 045-252-2524菅間　正氣 菅間　正氣 平 7. 8. 3内   皮   ひ  診療所
     南医299 横浜市南区二葉町４－３８－１ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平22. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688050,301.1 カスヤ内科医院 〒232-0053 045-742-1836糟谷　豊 糟谷　豊 昭56. 9. 1内   消   循  診療所
     南医301 横浜市南区井土ケ谷下町２１８－常　勤:    1 現存
     ２ヴェルトミ－ル井土ケ谷１Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689050,304.5 根岸眼科医院 〒232-0054 045-713-1002根岸　千秋 根岸　千秋 平 6. 9. 1眼   診療所
     南医304 横浜市南区大橋町３－６４－６Ｎ常　勤:    1 移動 現存
     Ｃビル１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  690050,306.0 六ツ川眼科医院 〒232-0066 045-713-4562佐々木　隆敏 佐々木　隆敏 平 3. 6.10眼   診療所
     南医306 横浜市南区六ツ川３－７５－３３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691050,316.9 広岡小児科 〒232-0006 045-742-5553廣岡　幸 廣岡　幸 昭63. 6. 1小   内   診療所
     南医316 横浜市南区南太田１－１０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692050,317.7 井土ケ谷眼科 〒232-0006 045-714-1390医療法人井土ヶ谷眼科早川　薫 平元. 3.16眼   診療所
     南医317 横浜市南区南太田４－１３－２５常　勤:    1　理事長　早川　薫 現存
     (医       1) 平22. 3.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693050,318.5 西山耳鼻咽喉科医院 〒232-0063 045-715-5282医療法人社団　西山耳西山　耕一郎 平13. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     南医318 横浜市南区中里１－１１－１９ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     (医       1)　西山　耕一郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694050,319.3 医療法人社団　大岡医〒232-0061 045-741-0552医療法人社団大岡医院傳寶　芳春 平元.11. 1内   外   皮  診療所
     南医319 院 横浜市南区大岡２－１３－１５ 常　勤:    2　理事長　傳寶　芳春 胃   小   現存
     (医       2) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695050,321.9 加藤医院 〒232-0052 045-741-2185医療法人社団　加藤医加藤　智生 平 2. 1. 1内   胃   循  診療所
     南医321 横浜市南区井土ケ谷中町１２９ 常　勤:    1院　理事長　加藤　智 外   現存
     (医       1)生 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696050,322.7 医療法人社団　南永田〒232-0075 045-714-4880医療法人社団南永田診水谷　隆史 平 2. 1. 1内   小   外  診療所
     南医322 診療所 横浜市南区永田みなみ台２－１２常　勤:    2療所　理事長　水谷　 皮   婦   現存
     －１０２ (医       2)隆史 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697050,326.8 井上耳鼻咽喉科 〒232-0064 045-716-1133井上　周一 井上　周一 平 2.11. 1耳い 気食 診療所
     南医326 横浜市南区別所３－８－３ 現存
     平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698050,334.2 クリニックミクニ 〒232-0066 045-714-0392塩尻　邦彦 塩尻　邦彦 平 3.12. 1整外 リハ 診療所
     南医334 横浜市南区六ツ川３－４０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  699050,338.3 西山皮膚科医院 〒232-0056 731-5414 木下　正之 木下　正之 平 4. 5. 1皮   ひ   診療所
     南医338 横浜市南区通町４－１１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700050,339.1 医療法人慈泉会　田仲〒232-0061 045-731-1197医療法人慈泉会　理事田仲　偉和 平 4. 6. 1一般        19診療所
     南医339 医院 横浜市南区大岡２－２６－８ 常　勤:    1長　山本　雅庸 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平22. 6. 1循   外   脳外
     非常勤:    1 こう 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701050,341.7 医療法人社団　倶伸会〒232-0021 045-231-2658医療法人社団　倶伸会渡辺　剛宏 平 4. 9. 1内   精   心内診療所
     南医341 　渡辺医院 横浜市南区真金町１－３ 常　勤:    2　渡辺医院　理事長　 現存
     (医       2)渡辺　剛宏 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702050,345.8 医療法人社団　小島医〒232-0064 045-741-9180医療法人社団小島医院小島　巳枝子 平 5. 3. 1内   小   診療所
     南医345 院 横浜市南区別所３－２－７ 　理事長　小島　巳枝 組織変更 現存
     子 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703050,346.6 白石クリニック 〒232-0064 045-743-0576白石　雅久 白石　雅久 平 5. 4. 1内   胃   外  診療所
     南医346 横浜市南区別所５－２３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704050,347.4 島田内科小児科クリニ〒232-0053 045-731-4895医療法人社団　誠志会島田　寿子 平 5.10. 1内   小   消  診療所
     南医347 ック 横浜市南区井土ケ谷下町４０－２常　勤:    2　島田内科小児科クリ 組織変更 循   現存
     (医       2)ニック　理事長　島田 平23.10. 1
     　誠
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705050,350.8 松橋皮膚科 〒232-0066 045-714-9735松橋　京子 松橋　京子 平 6. 8. 1皮   内   アレ診療所
     南医350 横浜市南区六ツ川３－７６－３Ⅰ常　勤:    1 新規 現存
     棟Ａ室 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706050,351.6 医療法人社団　慶博会〒232-0021 045-251-2500医療法人社団　慶博会齋藤　直康 平 7. 1. 5胃   こう 外  診療所
     南医351 　村山クリニック 横浜市南区真金町１－７ 常　勤:    2　理事長　村山　剛也 組織変更 内   リハ 現存
     (医       2) 平22. 1. 5
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707050,352.4 宮田整形外科 〒232-0064 045-716-2828医療法人社団　白亜会宮田　隆一 平 7. 2. 1整外 リハ 麻  診療所
     南医352 横浜市南区別所３－８－３ 常　勤:    1　理事長　宮田　隆一 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  708050,353.2 川崎整形外科 〒232-0053 045-714-8866川崎　章 川崎　章 平 7. 5. 1整外 リハ 診療所
     南医353 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３　常　勤:    1 新規 現存
     第２江洋ビル２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709050,354.0 碧水脳神経外科クリニ〒232-0023 045-252-0007医療法人社団　碧水ク増田　肇 平 7. 6. 1脳外 診療所
     南医354 ック 横浜市南区白妙町２－７ 常　勤:    1リニック　理事長　増 組織変更 現存
     (医       1)田　肇 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710050,355.7 医療法人社団　吉田医〒232-0031 045-231-6958医療法人社団　吉田医吉田　隆美 平 7. 7.10産   婦   診療所
     南医355 院 横浜市南区永楽町１－８ 常　勤:    1院　理事長　吉田　美 組織変更 現存
     (医       1)枝 平22. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711050,358.1 内田内科クリニック 〒232-0033 045-263-1255内田　龍生 内田　龍生 平13. 5. 1内   リハ 外  診療所
     南医358 横浜市南区中村町１－１－１アー常　勤:    1 移動 小   現存
     クヒルズ１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712050,359.9 児島医院 〒232-0014 045-261-4686医療法人社団　瑞恵会児島　瑞夫 平 7.11. 1外   整外 胃  診療所
     南医359 横浜市南区吉野町３－７－２ 常　勤:    1　理事長　児島　瑞夫 組織変更 皮   放   現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713050,360.7 宮地小児科クリニック〒232-0066 045-716-1011医療法人　宮地小児科宮地　良和 平 7.11. 1小   皮   診療所
     南医360 横浜市南区六ツ川３－８６－５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)宮地　良和 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714050,361.5 医療法人社団　仁桂会〒232-0016 045-714-1913医療法人社団　仁桂会鳥山　直温 平 7.12. 1内   循   呼  診療所
     南医361 　鳥山医院 横浜市南区宮元町２－３４ 常　勤:    1　理事長　鳥山　直温 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715050,362.3 公平泌尿器科医院 〒232-0053 045-713-6311公平　昭男 公平　昭男 平 8. 4. 1ひ   皮   診療所
     南医362 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716050,363.1 浅井医院 〒232-0061 045-731-1525医療法人社団秀潤会　浅井　綾子 平 8. 6. 1小   内   脳外診療所
     南医363 横浜市南区大岡２－２－１４ 常　勤:    1理事長　浅井　綾子 組織変更 休止
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  717050,364.9 北浜医院 〒232-0064 045-712-1700医療法人社団　北浜医北濵　正 平 8. 6. 1内   診療所
     南医364 横浜市南区別所３－８－３ 常　勤:    1院　北濵　正 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718050,368.0 鵜養医院 〒232-0016 045-731-2308鵜養　宏 鵜養　宏 平 8.11. 1内   小   神内診療所
     南医368 横浜市南区宮元町３－５５ 常　勤:    2 交代 リハ 現存
     (医       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719050,369.8 清水医院 〒232-0066 045-742-3350医療法人社団　清水医清水　保雄 平 8.12. 1胃   外   皮  診療所
     南医369 横浜市南区六ツ川１－９９－１ 常　勤:    1院　理事長　清水　保 組織変更 現存
     (医       1)雄 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720050,370.6 医療法人社団　いむら〒232-0052 045-721-3432医療法人社団　いむら伊村　文伯 平 8.12. 1内   小   リハ診療所
     南医370 診療所 横浜市南区井土ケ谷中町１６１－常　勤:    1診療所　理事長　伊村 組織変更 麻   現存
     ６グランデール井土が谷２Ｆ (医       1)　文伯 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721050,373.0 石川内科クリニック 〒232-0056 045-731-3371石川　宗一 石川　宗一 平 9. 3.15内   循   胃  診療所
     南医373 横浜市南区通町４－１１８明和ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722050,380.5 西山胃腸循環器外科医〒232-0063 045-714-5025医療法人社団　向仁会西連寺　完茂 平13. 1. 1胃   循   外  診療所
     南医380 院 横浜市南区中里１－１１－１９ 常　勤:    1　理事長　西連寺　完 移動 こう 現存
     (医       1)茂 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723050,381.3 坂井医院 〒232-0025 045-251-1508医療法人社団　坂井医坂井　隆夫 平24. 4. 1内   小   皮  診療所
     南医381 横浜市南区高砂町３－２８Ｔｈａ常　勤:    1院　理事長　坂井　隆 移動 リハ 放   他  現存
     ｎｋｓ　Ｌｉｆｅ　ＢＬＤ．１０(医       1)夫 平24. 4. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724050,382.1 弘明クリニック 〒232-0056 045-721-3611粟津　修一 粟津　修一 平 9.12.15内   小   心内診療所
     南医382 横浜市南区通町４－８４メルベイ常　勤:    1 新規 精   現存
     ユ弘明寺２Ｆ (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725050,383.9 飯田医院 〒232-0062 045-712-4610飯田　啓 飯田　啓 平10. 1. 1一般         3診療所
     南医383 横浜市南区中里町２６７ 常　勤:    2 交代 産婦 内   現存
     (医       2) 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726050,384.7 田中クリニック 〒232-0016 045-743-2233医療法人社団　田中ク田中　聡一 平10. 1. 1内   胃   外  診療所
     南医384 横浜市南区宮元町４－９１織茂ビ常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 こう 整外 リハ現存
     ル２Ｆ (医       1)中　聡一 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  727050,386.2 高山整形外科 〒232-0052 045-741-9835医療法人社団　フォル髙山　宏 平10. 4.15整外 リハ 診療所
     南医386 横浜市南区井土ヶ谷中町１６１－常　勤:    1ティス　理事長　山梨 新規 現存
     ３大八ビル２Ｆ (医       1)　雅透 平22. 4.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728050,388.8 宇南山小児科医院 〒232-0071 045-714-1036宇南山　貴男 宇南山　貴男 平16. 4. 1小   診療所
     南医388 横浜市南区永田台３－３６－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729050,389.6 加藤整形外科医院 〒232-0066 045-742-5755医療法人社団　加藤整加藤　恭之 平10. 7. 1整外 リハ 診療所
     南医389 横浜市南区六ツ川１－８７３－１常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     ４ (医       1)加藤　恭之 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730050,391.2 中本クリニック 〒232-0067 045-742-3500医療法人社団　中本ク中本　實 平10. 7. 1内   消   外  診療所
     南医391 横浜市南区弘明寺町１３４　ＧＭ常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 こう 現存
     ビル２Ｆ (医       1)本　實 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731050,393.8 井土ヶ谷皮フ科クリニ〒232-0052 045-721-1132寺本　宏国 寺本　宏国 平11. 2. 1皮   形外 診療所
     南医393 ック 横浜市南区井土ヶ谷中町１５６モ常　勤:    1 新規 現存
     ッカビル２Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732050,394.6 富永医院 〒232-0045 045-741-6373富永　光春 富永　光春 平11. 4. 1内   小   診療所
     南医394 横浜市南区東蒔田町１６－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733050,395.3 よぎクリニック 〒232-0067 045-713-2113與儀　成男 與儀　成男 平11. 5.15内   胃   循  診療所
     南医395 横浜市南区弘明寺町２７０－９ 常　勤:    1 新規 呼   リハ 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734050,396.1 うらふね脳外科クリニ〒232-0024 045-232-5040池田　嘉宏 池田　嘉宏 平11. 6. 1脳外 診療所
     南医396 ック 横浜市南区浦舟町４－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735050,397.9 医療法人社団　光生会〒232-0056 045-713-7101医療法人社団　光生会中村　光孝 平11. 6. 1整外 リハ 診療所
     南医397 　中村整形外科 横浜市南区通町３－５３－２ 常　勤:    1　理事長　中村　光孝 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736050,398.7 蒔田皮フ科泌尿器科ク〒232-0044 045-743-2282川島　禎男 川島　禎男 平11. 7. 1皮   ひ   診療所
     南医398 リニック 横浜市南区榎町２－６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  737050,402.7 医療法人社団　鴻鵠会〒232-0041 045-743-6009医療法人社団　鴻鵠会朝比奈　完 平12. 3. 1内   外   診療所
     南医402 　睦町クリニック 横浜市南区睦町１－８－３　１Ｆ常　勤:    2　理事長　城谷　典保 新規 消内　肛外 現存
     ２Ｆ３Ｆ (医       2) 平24. 3. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738050,405.0 サードアイ眼科 〒232-0052 045-710-6788古野　久美子 古野　久美子 平12. 6.15眼   診療所
     南医405 横浜市南区井土ケ谷中町１５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739050,406.8 蒔田眼科クリニック 〒232-0016 045-710-2977杉田　美由紀 杉田　美由紀 平12. 7. 1眼   診療所
     南医406 横浜市南区宮元町２－３７モルゲ常　勤:    1 新規 現存
     ンロート蒔田１０１ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740050,407.6 いでい耳鼻咽喉科医院〒232-0067 045-715-4133医療法人社団　観誠会出井　教雄 平16. 3. 1耳い アレ 気食診療所
     南医407 横浜市南区弘明寺町１３４ＧＭビ常　勤:    1　理事長　出井　教雄 移動 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741050,410.0 橋本医院 〒232-0061 045-711-6283医療法人健心会　理事橋本　禎夫 平12.12. 1外   胃   内  診療所
     南医410 横浜市南区大岡２－２４－１６ 常　勤:    1長　橋本　禎夫 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742050,413.4 医療法人社団　木下整〒232-0006 045-715-6066医療法人社団　木下整木下　裕功 平13. 6. 1整外 リハ 診療所
     南医413 形外科 横浜市南区南太田１－２３－１３常　勤:    1形外科　理事長　木下 組織変更 現存
     レジデンスヨコハマ南 (医       1)　裕功 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743050,414.2 久保クリニック 〒232-0012 045-253-2112医療法人社団　知誠会久保　誠秀 平13. 6. 1内   胃   循  診療所
     南医414 横浜市南区南吉田町２－２８横浜常　勤:    1　理事長　久保　誠秀 組織変更 外   皮   リハ現存
     コスタセイス１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744050,419.1 あずま医院 〒232-0007 045-231-7026東都　千春 東都　千春 平22. 4.25内   小   皮  診療所
     南医419 横浜市南区清水ケ丘１－２１ 常　勤:    2 移動 外   放   アレ現存
     (医       2) 平22. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745050,421.7 弓削医院 〒232-0041 045-731-2653弓削　邦夫 弓削　邦夫 平14. 1. 1内   小   診療所
     南医421 横浜市南区睦町１－７－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  746050,422.5 よなみね内科クリニッ〒232-0015 045-720-6008医療法人よなみね内科與那嶺　宏 平14. 4. 1内   消   呼  診療所
     南医422 ク 横浜市南区共進町１－３４ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 循   現存
     (医       2)與那嶺　美樹 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747050,423.3 湯山耳鼻咽喉科クリニ〒232-0053 045-742-3314医療法人湯山耳鼻咽喉湯山　誠一郎 平14. 4. 1耳い 診療所
     南医423 ック 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３第常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２江洋ビル４Ｆ (医       1)　湯山　誠一郎 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748050,424.1 吉野町眼科 〒232-0013 045-260-6726中村　聡 中村　聡 平14. 4.15眼   診療所
     南医424 横浜市南区山王町４－２６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749050,426.6 小田切呼吸器科クリニ〒232-0021 045-253-4159小田切　繁樹 小田切　繁樹 平14. 4.15呼   診療所
     南医426 ック 横浜市南区真金町２－２０－８Ｌ常　勤:    1 新規 現存
     Ｍ横浜長者町南１Ｆ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750050,427.4 宮本皮ふ科形成外科ク〒232-0017 045-742-3106宮本　雅人 宮本　雅人 平14. 5.15皮   形外 美外診療所
     南医427 リニック 横浜市南区宿町２－５３秋本ビル常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ４Ｆ (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751050,433.2 早川皮フ科クリニック〒232-0056 045-711-8632早川　広樹 早川　広樹 平15. 7. 1皮   診療所
     南医433 横浜市南区通町４－８４メルベイ常　勤:    1 新規 現存
     ユ弘明寺３Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752050,434.0 横浜みのるクリニック〒232-0064 045-722-8655医療法人社団新東会　中道　昇 平15.11. 5一般        19診療所
     南医434 横浜市南区別所１－１３－８ 常　勤:    1理事長　坪井　實 組織変更 内   現存
     (医       1) 平21.11. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753050,435.7 ウイメンズクリニック〒232-0071 045-714-2203中山　隆幸 中山　隆幸 平15.11.25一般         2診療所
     南医435 井土ヶ谷 横浜市南区井土ヶ谷中町１６１－常　勤:    2 交代 産婦 現存
     ６－２０５ (医       2) 平21.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754050,436.5 南メディカルクリニッ〒232-0052 045-722-3885医療法人社団　凰和会鐘　音 平16. 2.15内   小   脳外診療所
     南医436 ク 横浜市南区井土ケ谷中町１２７－常　勤:    1　理事長　高山　和久 新規 呼   消   循  現存
     １ (医       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755050,437.3 江川内科クリニック 〒232-0042 045-720-4883江川　正人 江川　正人 平16. 4. 1内   消   循  診療所
     南医437 横浜市南区堀ノ内町２－１３６－常　勤:    1 新規 呼   現存
     １６エンゼルハイム蒔田１階１号(医       1) 平22. 4. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  756050,438.1 みなみメンタルヘルス〒232-0067 045-731-4627針ケ谷　孝司 針ケ谷　孝司 平16.10. 1神   精   心内診療所
     南医438 クリニック 横浜市南区弘明寺町１５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757050,440.7 大久保医院 〒232-0056 045-731-5789大久保　仁 大久保　仁 平16.12. 1内   小   消  診療所
     南医440 横浜市南区通町１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758050,441.5 近藤ひふ科医院 〒232-0071 045-741-8312近藤　惠 近藤　惠 平17. 1. 1皮   診療所
     南医441 横浜市南区永田北３－３２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759050,442.3 西岡アレルギークリニ〒232-0064 045-714-4976医療法人敬謙会　理事西岡　謙二 平17. 1. 1アレ 小   診療所
     南医442 ック 横浜市南区別所２－８－１Ｂｅｅ常　勤:    1長　西岡　謙二 組織変更 現存
     ・メルビル１Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760050,443.1 さいとう整形外科クリ〒232-0011 045-243-2217齋藤　裕一 齋藤　裕一 平17. 4. 1整外 リハ 診療所
     南医443 ニック 横浜市南区日枝町３－９１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 045-261-5656公立大学法人横浜市立井上　登美夫 平17. 4. 1一般       676病院
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 常　勤:  378大学　理事長　田中　 交代 精神        50現存
     南医444 療センター (医     371)克子 平23. 4. 1内   小   精  
     (歯       7) 神内 外   整外
     非常勤:  150 形外 脳外 産  
     (医     144) 婦   眼   耳い
     (歯       6) 皮   ひ   リハ
     放   麻   歯  
     矯歯 歯外 心外
     消   呼   循  
     リウ 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762050,445.6 池田医院 〒232-0067 045-731-0203医療法人　一路会　理田邉　亮 平20.11. 5内   小   診療所
     南医445 横浜市南区弘明寺町１５９ 常　勤:    2事長　田邉　亮 移動 現存
     (医       2) 平26.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763050,446.4 中村クリニック 〒232-0053 045-720-1266医療法人社団　中村ク中村　博司 平17. 6. 1内   小   アレ診療所
     南医446 横浜市南区井土ケ谷下町２８－１常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 麻   現存
     ６　１Ｆ (医       1)村　博司 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764050,447.2 横浜神経内科・内科ク〒232-0066 045-712-3366医療法人　神癒会　理山田　人志 平17. 7. 1神内 内   診療所
     南医447 リニック 横浜市南区六ツ川１－２１１－１常　勤:    1事長　山田　人志 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
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  765050,448.0 南六ツ川クリニック 〒232-0066 045-823-4717医療法人社団　芳雄会南部　春江 平17.10. 1内   診療所
     南医448 横浜市南区六ツ川４－１１７１－常　勤:    1　理事長　出光　豊明 組織変更 現存
     １ (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766050,449.8 下田医院 〒232-0061 045-731-3577中村　俊彦 中村　俊彦 平18. 1. 1内   循   消  診療所
     南医449 横浜市南区大岡２－１５－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767050,450.6 横浜ひまわりクリニッ〒232-0003 045-231-5550髙本　誠一 髙本　誠一 平18. 4.15内   皮   リハ診療所
     南医450 ク 横浜市南区西中町４－７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768050,453.0 室井内科クリニック 〒232-0071 045-712-2215室井　忠樹 室井　忠樹 平21. 8.31内   他   診療所
     南医453 横浜市南区永田北２－５４－２６常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769050,454.8 浦舟金沢内科クリニッ〒232-0024 045-250-6077医療法人　金沢内科ク淡野　宏輔 平18.10. 1内   消   診療所
     南医454 ク 横浜市南区浦舟町４－４７－２－常　勤:    2リニック　理事長　田 新規 現存
     ２０１ (医       2)中　俊一 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770050,455.5 医療法人社団　善仁会〒232-0013 045-260-6322医療法人社団　善仁会榎本　実 平23. 4. 4他   診療所
     南医455 　吉野町第一クリニッ横浜市南区山王町３－２４－８　常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ク 港横浜ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771050,456.3 山王クリニック 〒232-0013 045-252-2536医療法人　一期会　理穐和　信子 平19. 1. 1内   消   リハ診療所
     南医456 横浜市南区山王町２－２２ル・ヴ常　勤:    1事長　穐和　信子 組織変更 放   小   皮  現存
     ァン・スレーブ山王１０１号室 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772050,457.1 あかりクリニック 〒232-0024 045-260-7920山田　芳輝 山田　芳輝 平19. 3. 1精   神   心内診療所
     南医457 横浜市南区浦舟町４－４７－２－常　勤:    1 新規 現存
     ２０３ (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773050,458.9 医療法人　清和会　吉〒232-0014 045-251-7377医療法人　清和会　理内田　伸弘 平19. 3. 1婦   産   内  診療所
     南医458 野町レディースクリニ横浜市南区吉野町４－１９ 常　勤:    1事長　石渡　清元 組織変更 現存
     ック (医       1) 平25. 3. 1
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  774050,459.7 サラクリニック 〒232-0024 045-260-6620菊地　紫津子 菊地　紫津子 平19. 4. 1産婦 内   診療所
     南医459 横浜市南区浦舟町４－４７－２　常　勤:    1 新規 現存
     メディカルコートマリス３０２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775050,460.5 せきど脳神経外科クリ〒232-0056 045-712-0702関戸　謙一 関戸　謙一 平19. 5. 1脳外 診療所
     南医460 ニック 横浜市南区通町４－１１８　明和常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ　１０１号室 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776050,461.3 六ッ川耳鼻咽喉科クリ〒232-0066 045-730-6272医療法人社団　Ｔ＆Ｋ清本　昭邦 平19. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     南医461 ニック 横浜市南区六ツ川３－７９－１５常　勤:    1会　理事長　清本　昭 組織変更 現存
     　金子ビル２階 (医       1)邦 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777050,462.1 医療法人　福和会　南〒232-0064 045-716-0088医療法人　福和会　理錦織　知弘 平19. 7. 1内   診療所
     南医462 横浜さくらクリニック横浜市南区別所１－２－５ＫＥＳ常　勤:    2事長　錦織　知弘 新規 現存
     ビル３Ｆ (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778050,464.7 はやし整形外科 〒232-0024 045-253-8843医療法人社団　毅友会林　毅 平19.11. 1整外 リハ リウ診療所
     南医464 横浜市南区浦舟町３－３４カーザ常　勤:    1　理事長　林　毅 組織変更 現存
     ・ペルラ２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779050,465.4 もみやまクリニック 〒232-0024 045-231-0231医療法人社団　章孝会籾山　信義 平19.11. 1内   胃   外  診療所
     南医465 横浜市南区浦舟町３－３４カーザ常　勤:    1　理事長　籾山　信義 組織変更 現存
     ・ペルラ３Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780050,468.8 三上耳鼻咽喉科 〒232-0006 045-722-3341三上　康和 三上　康和 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     南医468 横浜市南区南太田１－４－３２セ常　勤:    1 新規 現存
     ルリアン南太田１Ｆ－Ａ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781050,469.6 わかたけプラザクリニ〒232-0003 045-231-0656社会福祉法人　若竹大大内　崇史 平21. 4. 1内   他   診療所
     南医469 ック 横浜市南区西中町２－３１ 常　勤:    1寿会　理事長　竹田　 交代 現存
     (医       1)一雄 平21. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782050,470.4 医療法人社団　星和会〒232-0056 045-730-5255医療法人社団　星和会小坂　直之 平21. 5. 1他   診療所
     南医470 　弘明寺腎クリニック横浜市南区通町４－９４神奈中弘常　勤:    1　理事長　竹内　正気 新規 現存
     明寺ビル３・４Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  783050,471.2 ふたば整形外科 〒232-0026 045-260-0211崔　文錫 崔　文錫 平21.10. 1整外 リハ 診療所
     南医471 横浜市南区二葉町１－１－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784050,473.8 上六ッ川内科クリニッ〒232-0066 045-306-8026医療法人社団ファミリ三島　渉 平22. 4. 1内   小   他  診療所
     南医473 ク 横浜市南区六ツ川１－８７３－３常　勤:    1ーメディカル　理事長 交代 現存
     サンシティビル１Ｆ (医       1)　三島　渉 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 045-711-2351地方独立行政法人神奈康井　制洋 平22. 4. 1一般       379病院
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４常　勤:  161川県立病院機構　理事 交代 精神        40現存
     南医474 (医     157)長　土屋　了介 平22. 4. 1神内 アレ 小  
     (歯       4) 外   整外 形外
     非常勤:    7 脳外 心外 小外
     (医       7) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   歯   矯歯
     小歯 歯外 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786050,475.3 水野医院 〒232-0005 045-231-0247水野　克也 水野　克也 平22. 9.21内   皮   診療所
     南医475 横浜市南区白金町１－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787050,476.1 かめざわ眼科 〒232-0064 045-731-1113亀澤　比呂志 亀澤　比呂志 平23. 4. 1眼   診療所
     南医476 横浜市南区別所３－８－３　クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックビル３Ｆ・４Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788050,477.9 弘明寺アイハートクリ〒232-0066 045-731-5650日比　安以子 日比　安以子 平23. 6. 1眼   内   他  診療所
     南医477 ニック 横浜市南区六ツ川１－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789050,478.7 みうらクリニック 〒232-0006 045-712-0260医療法人社団　賢真会三浦　勝 平23. 7. 1内   外   他  診療所
     南医478 横浜市南区南太田１－２９－２　常　勤:    1　理事長　三浦　勝 交代 現存
     ｍａｉｓｏｎ　ｙ．１Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790050,479.5 横浜みなと眼科 〒232-0024 045-243-1313渡邉　洋一郎 渡邉　洋一郎 平24. 4. 1眼   診療所
     南医479 横浜市南区浦舟町４－４７－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルコートマリス (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  791050,480.3 弘明寺清水眼科 〒232-0066 045-720-3360清水　健太郎 清水　健太郎 平24. 4. 1眼   診療所
     南医480 横浜市南区六ツ川１－７０－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792050,481.1 北郷耳鼻咽喉科クリニ〒232-0056 045-715-1133北郷　秀人 北郷　秀人 平24. 3. 6耳い アレ 診療所
     南医481 ック 横浜市南区通町１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793050,482.9 医療法人　アリア　大〒232-0024 045-252-1241医療法人　アリア　理大沼　すみ 平24. 5. 1皮   診療所
     南医482 沼皮フ科 横浜市南区浦舟町４－５０－４パ常　勤:    1事長　大沼　すみ 交代 現存
     ティオ富貴２Ｆ　２０１ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794050,483.7 ともともクリニック 〒232-0061 045-743-3782木村　朗子 木村　朗子 平24. 8. 1内   他   診療所
     南医483 横浜市南区大岡４－７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795050,484.5 みらい在宅クリニック〒232-0024 045-326-6992医療法人みらい　理事沖田　将人 平24.12. 1内   歯   診療所
     (056,484.9) 横浜市南区浦舟町２－２２ベイシ常　勤:    5長　沖田　将人 交代 現存
     南医484 ティコート横浜１０２ (医       4) 平24.12. 1
     (歯       1)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796050,485.2 ワイズクリニック 〒232-0061 045-712-0071医療法人明佳会　理事小島　豪介 平25. 7. 1リハ 診療所
     南医485 横浜市南区大岡５－１１－１８ 常　勤:    1長　梅田　佳子 移動 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797051,000.8 ゆいこどもクリニック〒232-0067 045-730-4152中島　章子 中島　章子 平26. 5. 1小   診療所
     南医1000 横浜市南区弘明寺町１４４－１水常　勤:    1 新規 現存
     谷ビル２Ｆ　２０３ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798051,002.4 医療法人社団善仁会　〒232-0006 045-711-8090医療法人社団善仁会　小関　奈美 平26. 6. 1人透内 診療所
     南医1002 井土ヶ谷腎クリニック横浜市南区南太田３－１８－１　常　勤:    1理事長　渡邊　光康 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799051,003.2 いどがやケンズクリニ〒232-0053 045-721-1024医療法人社団　健生会川田　剛裕 平26. 8. 1内   診療所
     南医1003 ック 横浜市南区井土ケ谷下町２１３第常　勤:    1　理事長　柳川　健 新規 糖・代内　脂代現存
     ２江洋ビル３Ｆ (医       1) 平26. 8. 1内　内泌内　胃
     内　消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  800057,110.9 向井外科産婦人科医院〒232-0004 045-231-0218石井　一正 石井　一正 昭32.10. 3一般         8診療所
     南医110 横浜市南区前里町４－１０１ 常　勤:    1 外   産婦 現存
     (医       1) 平23.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801980,367.7 横浜市中部地域療育セ〒232-0007 045-253-0358横浜市長 高木　一江 平 8.10. 1小   精   リハ診療所
     南医367 ンター診療所 横浜市南区清水ケ丘４９ 常　勤:    2 新規 耳い 現存
     (医       2) 平23.10. 1
     非常勤:   11
     (医      10)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802060,010.6 横浜保土ケ谷中央病院〒240-0066 045-331-1251独立行政法人地域医療後藤　英司 昭32. 7. 1一般       260病院
     (066,010.0) 横浜市保土ケ谷区釜台町４３－１常　勤:   48機能推進機構　理事長 内   精   神内現存
     保医10 (医      46)　尾身　茂 平23. 7. 1小   外   呼外
     (歯       2) 整外 皮   ひ  
     非常勤:   48 婦   眼   耳い
     (医      43) リハ 放   歯外
     (歯       5) 麻   脳外 形外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803060,074.2 社会福祉法人幼年保護〒240-0066 045-331-5884社会福祉法人幼年保護若林　實 昭32.11. 1内   小   診療所
     保医74 会　若葉診療所 横浜市保土ケ谷区釜台町１８－２常　勤:    1会　会長　有馬　惠子 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804060,158.3 一般財団法人神奈川県〒240-0003 045-335-6901一般財団法人神奈川県今村　清子 昭56. 6.24内   診療所
     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常　勤:    8労働衛生福祉協会　会 現存
     診療所 －９ (医       8)長　西平　浩一 平23. 6.24
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805060,167.4 川崎産婦人科医院 〒240-0025 045-712-8057川崎　浩 川崎　浩 昭42. 4. 1一般         4診療所
     保医167 横浜市保土ケ谷区狩場町３０３－常　勤:    1 産婦 現存
     ８５ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806060,168.2 藤江眼科医院 〒240-0044 045-331-4111藤江　容 藤江　容 昭42. 5. 1眼   診療所
     保医168 横浜市保土ケ谷区仏向町５１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807060,183.1 平外科医院 〒240-0025 045-714-4655平　眞治 平　眞治 昭43. 8. 9胃   外   整外診療所
     保医183 横浜市保土ケ谷区狩場町３０３－常　勤:    1 こう 皮   現存
     ５ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  808060,200.3 関小児科医院 〒240-0035 045-351-5868関　良吉 関　良吉 昭44. 9. 1小   診療所
     保医200 横浜市保土ケ谷区今井町６９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809060,202.9 医療法人正永会　港北〒240-0053 045-381-0180医療法人　正永会　理山口　哲顕 昭37. 6. 1精神       210病院
     (066,202.3) 病院 横浜市保土ケ谷区新井町４８６ 常　勤:    7事長　山口　哲顕 精   神   歯  現存
     保医202 (医       6) 平22. 6. 1
     (歯       1)
     非常勤:   11
     (医       9)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810060,205.2 窪田医院 〒240-0051 381-5674 窪田　俊文 窪田　俊文 昭43. 8.15内   小   診療所
     保医205 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１常　勤:    1 現存
     －１２　県営笹山団地内 (医       1) 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811060,207.8 藤田医院 〒240-0053 045-381-0480藤田　崇 藤田　崇 昭44. 3.15外   整外 皮  診療所
     保医207 横浜市保土ケ谷区新井町４６５－常　勤:    1 ひ   現存
     １ (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812060,220.1 本多内科クリニック 〒240-0042 045-381-0828本多　悟 本多　悟 昭48. 3. 1内   小   診療所
     保医220 横浜市保土ケ谷区上星川１－１６常　勤:    1 現存
     －２ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813060,228.4 中谷医院 〒240-0045 045-373-5820中谷　恒 中谷　恒 昭50.10.15内   循   小  診療所
     保医228 横浜市保土ケ谷区川島町１４８５常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814060,230.0 足立医院 〒240-0013 045-331-7233足立　穣一 足立　穣一 昭51. 3.24内   小   診療所
     保医230 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815060,234.2 医療法人社団　静心会〒240-0067 045-341-7700医療法人社団静心会　大 　敬太 昭52. 8. 1精神       182病院
     保医234 　常盤台病院 横浜市保土ケ谷区常盤台７０－２常　勤:    4理事長　鮎川　勝彦 精   現存
     ６ (医       4) 平22. 8. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816060,235.9 丸山医院 〒240-0003 045-335-6799丸山　恭一 丸山　恭一 昭52.11.15内   小   麻  診療所
     保医235 横浜市保土ケ谷区天王町２－４２常　勤:    1 現存
     －２天王町団地３ー１０２ (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  817060,248.2 保土ケ谷区休日急患診〒240-0003 045-335-6333一般社団法人横浜市保尾﨑　亮 昭55. 8. 8内   小   診療所
     保医248 療所 横浜市保土ケ谷区天王町１－２１常　勤:    1土ヶ谷区医師会　会長 現存
     (医       1)　山口　哲顕 平22. 8. 8
     非常勤:   51
     (医      51)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818060,254.0 北原医院 〒240-0051 045-381-1622北原　隆 北原　隆 平21. 4.13内   小   放  診療所
     保医254 横浜市保土ケ谷区上菅田町５９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819060,258.1 清水ケ丘セツルメント〒240-0023 045-712-3521公益財団法人横浜勤労井上　憲治 昭57. 4. 1内   呼   消  診療所
     保医258 診療所 横浜市保土ケ谷区岩井町２２２－常　勤:    1者福祉協会　理事長　 循   小   神内現存
     １ (医       1)窪倉　孝道 平24. 4. 1整外 皮   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820060,262.3 吉田クリニック 〒240-0006 045-341-2231吉田　正 吉田　正 昭59. 1. 1内   小   皮  診療所
     保医262 横浜市保土ケ谷区星川１－１５－常　勤:    2 産婦 リハ 放  現存
     ２０ (医       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821060,269.8 砂川医院 〒240-0035 045-351-3111砂川　豪甫 砂川　豪甫 昭63. 5.15内   呼   胃  診療所
     保医269 横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘１－２常　勤:    1 循   小   皮  現存
     ６－１６ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822060,273.0 杉本皮膚科 〒240-0001 045-333-4422医療法人社団杉本皮膚杉本　純一 平元. 7. 1皮   診療所
     保医273 横浜市保土ケ谷区川辺町２－２ 常　勤:    1科　理事長　杉本　純 現存
     (医       1)一 平22. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823060,276.3 和田耳鼻咽喉科 〒240-0044 045-334-0009和田　廣己 和田　廣己 平13. 3. 2耳い 気食 診療所
     保医276 横浜市保土ケ谷区仏向町２５６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824060,277.1 医療法人社団　くぬぎ〒240-0045 045-371-5278医療法人社団くぬぎ台青柳　祥夫 平元.11.28内   小   診療所
     保医277 台診療所 横浜市保土ケ谷区川島町１４０４常　勤:    2診療所　理事長　青柳 現存
     くぬぎ台団地１－５－１０４ (医       2)　祥夫 平22.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825060,284.7 青木整形外科 〒240-0006 045-331-6503医療法人社団青木整形青木　健 平 2. 8. 1整外 リハ 診療所
     保医284 横浜市保土ケ谷区星川２－１５－常　勤:    1外科　理事長　青木　 現存
     １２ (医       1)健 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  826060,285.4 三浦クリニック 〒240-0006 045-336-3381三浦　通 三浦　通 平15. 6.22精   心内 神  診療所
     保医285 横浜市保土ケ谷区星川２－３－３常　勤:    1 移動 現存
     第５大幸ビル１Ｆ (医       1) 平21. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827060,291.2 宮川内科小児科医院 〒240-0004 045-331-2478医療法人社団愛政会　宮川　政昭 平 4. 1. 1内   小   診療所
     保医291 横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－常　勤:    1理事長　宮川　政昭 現存
     １ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828060,292.0 医療法人社団康生会　〒240-0006 045-334-1961医療法人社団康生会　加茂　理英 平 4. 1. 1形外 皮   診療所
     保医292 やのクリニック 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    1理事長　加瀬　佳代子 現存
     星川ＳＦビル　３Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829060,295.3 あだち小児科 〒240-0013 045-333-0810医療法人社団せいれい足立　武 平 4. 7. 1小   アレ 皮  診療所
     保医295 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１４常　勤:    1会　理事長　足立　武 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830060,296.1 医療法人社団　オオミ〒240-0023 045-713-5959医療法人社団オオミチ岩間　卓治 平 4. 8. 1胃   内   神内診療所
     保医296 チクリニック 横浜市保土ケ谷区岩井町１２２番常　勤:    1クリニック　理事長　 リハ 現存
     １５号 (医       1)岩間　卓治 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831060,297.9 医療法人社団　藤沢ク〒240-0006 045-334-5540医療法人社団藤沢クリ藤沢　克彦 平 4. 9. 1内   消   循  診療所
     保医297 リニック 横浜市保土ケ谷区星川３－８－１常　勤:    1ニック　理事長　藤沢 小   皮   リハ現存
     (医       1)　克彦 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832060,301.9 医療法人社団　星川小〒240-0006 045-336-2260医療法人社団　星川小山本　淳 平25. 6.10小   アレ 診療所
     保医301 児クリニック 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    1児クリニック　理事長 移動 現存
     星川エスエフビル４Ｆ (医       1)　山本　淳 平25. 6.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833060,304.3 岡本内科クリニック 〒240-0005 045-332-8070岡本みどり 岡本みどり 平 6. 6. 1内   診療所
     保医304 横浜市保土ケ谷区神戸町１３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834060,305.0 西谷眼科 〒240-0052 045-382-4484河野　一江 河野　一江 平14. 6.16眼   診療所
     保医305 横浜市保土ケ谷区西谷町９４３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  835060,306.8 あんどう耳鼻咽喉科 〒240-0006 045-336-0878安藤　真姿子 安藤　真姿子 平 6.11.15耳い 診療所
     保医306 横浜市保土ケ谷区星川１－２４－ 新規 現存
     １９ 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836060,310.0 医療法人社団　明生会〒240-0013 045-331-1477医療法人社団　明生会周　明瑛 平 7.11. 1内   診療所
     保医310 　周医院 横浜市保土ケ谷区帷子町１－３３常　勤:    1　周医院　理事長　周 組織変更 現存
     －１　内村ビル (医       1)　明瑛 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837060,311.8 シオンクリニック 〒240-0061 045-332-6978医療法人社団　シオン張　伯堂 平 9.10. 1内   小   皮  診療所
     保医311 横浜市保土ケ谷区峰沢町１０５－常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 耳い 現存
     ５８ (医       1)張　伯堂 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838060,312.6 一般財団法人育生会　〒240-0025 045-712-9921一般財団法人　育生会塩谷　陽介 平 7.12.18一般        49病院
     (066,312.0) 横浜病院 横浜市保土ケ谷区狩場町２００－常　勤:    6　代表理事　碓井　貞 移動 療養        57療養病床
     保医312 ７ (医       4)彦 平22.12.18内   外   呼外現存
     (歯       2) 婦   歯外 皮  
     非常勤:   20 麻   リハ 放  
     (医      20) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839060,313.4 天王町皮フ科 〒240-0004 045-336-1075中澤　かおり 中澤　かおり 平 8. 2. 1皮   診療所
     保医313 横浜市保土ケ谷区岩間町１－７－常　勤:    1 新規 現存
     ２天王町ビル３Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840060,316.7 上菅田医院 〒240-0051 045-381-7360医療法人社団　永樹会加藤　明徳 平 8.11. 1胃   外   内  診療所
     保医316 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１常　勤:    2　理事長　加藤　明徳 組織変更 整外 皮   こう現存
     －３６ (医       2) 平23.11. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841060,317.5 医療法人社団　研医会〒240-0013 045-332-5901医療法人社団　研医会牧野　明男 平 8.12. 1整外 リハ 皮  診療所
     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常　勤:    1　理事長　二宮　浩 組織変更 内   小   現存
     膚科 池田ビル２０１号 (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842060,321.7 星川内科外科クリニッ〒240-0006 045-336-2662医療法人社団　エムエ大畠　敏保 平 9. 4. 1内   外   消  診療所
     保医321 ク 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    2スシー　理事長　大畠 組織変更 循   現存
     星川ＳＦビル３Ｆ (医       2)　規子 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843060,322.5 医療法人社団　秀優会〒240-0004 045-335-3388医療法人社団　秀優会宮川　秀昭 平 9. 5. 1整外 診療所
     保医322 　宮川整形外科医院 横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－常　勤:    1　理事長　宮川　秀昭 組織変更 現存
     １ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  844060,323.3 タカオメディカルクリ〒240-0013 045-331-3406髙尾　弘 髙尾　弘 平 9. 6.12内   外   整外診療所
     保医323 ニック 横浜市保土ケ谷区帷子町２－８５常　勤:    1 交代 皮ひ 婦   麻  現存
     (医       1) 平24. 6.12小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845060,324.1 稲葉耳鼻咽喉科医院 〒240-0004 045-331-7218稲葉　真 稲葉　真 平 9. 8. 1耳い 診療所
     保医324 横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846060,328.2 浅野医院 〒240-0052 045-371-3018医療法人社団　浅野医浅野　高嶺 平10. 6. 1内   循   小  診療所
     保医328 横浜市保土ケ谷区西谷町８６６ 常　勤:    1院　理事長　浅野　高 組織変更 放   現存
     (医       1)嶺 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847060,330.8 藤井耳鼻咽喉科 〒240-0064 045-336-1187藤井　みゆき 藤井　みゆき 平10. 9. 1耳い 診療所
     保医330 横浜市保土ケ谷区峰岡町１－２２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848060,332.4 ライフモアクリニック〒240-0053 045-374-2001医療法人社団　松山会岡本　堯 平11.11.15内   診療所
     保医332 横浜市保土ケ谷区新井町２９１－常　勤:    1　理事長　岡本　堯 移動 現存
     １ (医       1) 平23.11.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849060,334.0 新桜クリニック 〒240-0036 045-352-4482岩崎　弘幸 岩崎　弘幸 平11. 4. 1内   小   皮  診療所
     保医334 横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘２－２常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ４－１２ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850060,336.5 星川眼科クリニック 〒240-0006 045-336-3883医療法人社団　康陽会種本　康之 平11. 6. 1眼   診療所
     保医336 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    1　理事長　種本　康之 組織変更 現存
     星川ＳＦビル３Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851060,338.1 医療法人社団　明芳会〒240-0025 045-721-3131医療法人社団明芳会　谷井　雅人 平11. 7. 1一般       105病院
     保医338 　イムス横浜狩場脳神横浜市保土ケ谷区狩場町２１８－常　勤:    4理事長　中村　哲也 組織変更 療養        42現存
     経外科病院 ９ (医       4) 平23. 7. 1脳外 神内 リハ
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  852060,339.9 診療所スカイ 〒240-0067 045-348-2306医療法人社団　伊純会鈴木　元久 平11.11.15内   外   リハ診療所
     保医339 横浜市保土ケ谷区常盤台８４－２常　勤:    1　理事長　鈴木　元久 新規 小   消   循  現存
     (医       1) 平23.11.15呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853060,341.5 城整形外科 〒240-0065 045-331-5355城　武俊 城　武俊 平12. 1.15整外 リハ 診療所
     保医341 横浜市保土ケ谷区和田２－３－３常　勤:    1 新規 現存
     －１０２ (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854060,342.3 保土ケ谷橋クリニック〒240-0021 045-710-5520棚橋　達一郎 棚橋　達一郎 平12. 2.15胃   外   内  診療所
     保医342 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町１－常　勤:    1 新規 こう 現存
     ２７ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855060,343.1 医療法人社団　善仁会〒240-0003 045-332-6282医療法人社団　善仁会牧田　東陽 平21. 9.14他   診療所
     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常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ック －８大日ビル１Ｆ (医       1) 平21. 9.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856060,345.6 天王町眼科クリニック〒240-0004 045-348-1313小柳　宏 小柳　宏 平12. 6.15眼   診療所
     保医345 横浜市保土ケ谷区岩間町１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857060,347.2 医療法人社団　大和田〒240-0004 045-331-0037医療法人社団　大和田琴寄　里香 平12.11. 1内   診療所
     保医347 医院 横浜市保土ケ谷区岩間町２－１４常　勤:    1医院　理事長　琴寄　 組織変更 現存
     ４ (医       1)里香 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858060,348.0 医療法人社団　晃徳会〒240-0064 045-331-3296医療法人社団　晃徳会横山　新一郎 平12.11. 1内   小   放  診療所
     保医348 　横山医院 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１１常　勤:    1　理事長　横山　新一 組織変更 整外 リハ 現存
     ８ (医       1)郎 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859060,353.0 浅井皮膚科クリニック〒240-0013 045-334-3412医療法人社団　浅井皮浅井　俊弥 平13. 7. 1皮   診療所
     保医353 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１４常　勤:    1膚科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　浅井　俊弥 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860060,354.8 すずきクリニック 〒240-0023 045-335-1800医療法人　清明会　理鈴木　達也 平13. 7. 1神   心内 神内診療所
     保医354 横浜市保土ケ谷区岩井町３２柏木常　勤:    1事長　鈴木　達也 組織変更 精   現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  861060,358.9 船員保険健康管理セン〒240-0066 045-335-2263一般財団法人船員保険庄田　昌隆 平14. 4. 1内   外   婦  診療所
     保医358 ター診療所 横浜市保土ケ谷区釜台町４３－２常　勤:    4会　会長　坂野　泰治 新規 眼   耳   皮ひ現存
     (医       4) 平26. 4. 1放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862060,359.7 たかはし耳鼻科 〒240-0006 045-338-8484医療法人三報会　理事高橋　亘 平14. 4. 1耳い 気食 診療所
     保医359 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    1長　高橋　亘 組織変更 現存
     星川ＳＦビル３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863060,360.5 星川内科外科 〒240-0006 045-342-0086医療法人社団　エムエ大畠　規子 平14. 5. 1内   診療所
     保医360 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    1スシー　理事長　大畠 新規 現存
     星川エスエフビル２Ｆ (医       1)　規子 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864060,361.3 街のクリニック 〒240-0015 045-331-3500土屋　喜哉 土屋　喜哉 平14. 6. 1外   消   小  診療所
     保医361 横浜市保土ケ谷区岩崎町６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865060,362.1 保土ヶ谷耳鼻咽喉科 〒240-0013 045-332-5090医療法人社団真美会　沖久　衛 平15. 6. 1耳い 気食 診療所
     保医362 横浜市保土ケ谷区帷子町２－４９常　勤:    2理事長　沖久　衛 移動 現存
     －２ (医       2) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866060,363.9 聖隷横浜病院 〒240-8521 045-715-3111社会福祉法人　聖隷福岩崎　滋樹 平15. 3. 1一般       300病院
     保医363 横浜市保土ケ谷区岩井町２１５ 常　勤:   64祉事業団　理事長　山 交代 内   呼   消  現存
     (医      64)本　敏博 平21. 3. 1循   小   外  
     非常勤:   10 整外 脳外 皮  
     (医      10) ひ   産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     呼外 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867060,364.7 古川医院 〒240-0041 045-381-0604医療法人社団誠和会　古川　誠一 平15. 6. 1内   小   リハ診療所
     保医364 横浜市保土ケ谷区東川島町２０－常　勤:    2理事長　古川　誠一 組織変更 現存
     １９ (医       2) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868060,367.0 川村クリニック 〒240-0026 045-742-1010川村　典夫 川村　典夫 平15.11. 1内   消   呼  診療所
     保医367 横浜市保土ケ谷区権太坂１－５２常　勤:    2 交代 循   現存
     －１４ (医       2) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869060,368.8 医療法人社団健美会　〒240-0044 045-340-3141医療法人社団健美会　福田　百邦 平15.12. 1ひ   皮   内  診療所
     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常　勤:    1理事長　福田　百邦 組織変更 現存
     リニック ビル１階 (医       1) 平21.12. 1
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  870060,369.6 和田町眼科クリニック〒240-0065 045-337-2823森　旅宇子 森　旅宇子 平16. 5. 1眼   診療所
     保医369 横浜市保土ケ谷区和田１－１２－常　勤:    1 新規 現存
     １３みかどやビル２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871060,370.4 医療法人社団健友会　〒240-0003 045-335-1102医療法人社団健友会　今井　健 平16. 6.21内   胃   外  診療所
     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－常　勤:    1理事長　今井　健 移動 整外 こう 現存
     リニック ８ダイアパレス第２－１０３号 (医       1) 平22. 6.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872060,371.2 小野江眼科 〒240-0013 045-335-2171医療法人小野江眼科　小野江　仁 平17. 1. 1眼   診療所
     保医371 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１２常　勤:    1理事長　小野江　仁 組織変更 現存
     コルサム保土ケ谷１０１ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873060,372.0 かしわぎ整形外科 〒240-0003 045-338-1566医療法人社団柏桜会　柏木　俊治 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     保医372 横浜市保土ケ谷区天王町１－１８常　勤:    1理事長　柏木　俊治 組織変更 現存
     －１０アイエスビル１Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874060,375.3 増田泌尿器科 〒240-0013 045-340-2667医療法人　光伸会　理増田　光伸 平24. 1. 1ひ   診療所
     保医375 横浜市保土ケ谷区帷子町１－３０常　勤:    1事長　増田　光伸 移動 現存
     －１クボタビル２Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875060,378.7 篠崎医院 〒240-0042 045-371-0038篠﨑　隆 篠﨑　隆 平17. 6.23内   外   胃  診療所
     保医378 横浜市保土ケ谷区上星川３－１５常　勤:    1 交代 現存
     －５ (医       1) 平23. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876060,380.3 田近医院 〒240-0033 045-710-2393医療法人　田近医院　田近　栄四郎 平17.12. 1内   呼   消  診療所
     保医380 横浜市保土ケ谷区境木本町１－２常　勤:    1理事長　田近　栄四郎 組織変更 外   現存
     ８ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877060,382.9 三省堂内科クリニック〒240-0043 045-340-1815本多　研也 本多　研也 平18. 4.15内   呼   アレ診療所
     保医382 横浜市保土ケ谷区坂本町６８－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ハイツシャム１Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878060,383.7 和田町内科クリニック〒240-0065 045-338-1251富永　 男 富永　 男 平18. 4.15内   消   診療所
     保医383 横浜市保土ケ谷区和田１－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ７和田アストビル２Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  879060,384.5 けいあいクリニック 〒240-0052 045-370-5361医療法人　敬歯会　理込宮　裕 平18. 6. 1外   胃   内  診療所
     (066,384.9) 横浜市保土ケ谷区西谷町１０１８常　勤:    1事長　松井　宏道 新規 歯   現存
     保医384 －２ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880060,385.2 おざき小児科 〒240-0044 045-348-4141医療法人社団　亮優会尾﨑　亮 平18. 6. 1小   アレ 診療所
     保医385 横浜市保土ケ谷区仏向町１２１－常　勤:    1　理事長　尾﨑　亮 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881060,387.8 医療法人　泰明会　杉〒240-0052 045-383-1231医療法人　泰明会　杉杉田　泰之 平18. 8. 1皮   診療所
     保医387 田皮フ科クリニック 横浜市保土ケ谷区西谷町８９３－常　勤:    1田皮フ科クリニック　 組織変更 現存
     １０斉藤ビル１Ｆ (医       1)理事長　杉田　泰之 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882060,388.6 医療法人社団　日輝会〒240-0052 045-370-6800医療法人社団　日輝会宇南山　賢二 平18.11. 1整外 リハ リウ診療所
     保医388 　うなやま整形外科 横浜市保土ケ谷区西谷町９２４－常　勤:    1　理事長　宇南山　賢 組織変更 現存
     １ (医       1)二 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883060,391.0 冠木小児科 〒240-0025 045-731-6996冠木　智之 冠木　智之 平19. 4. 1小   内   アレ診療所
     保医391 横浜市保土ケ谷区狩場町４６４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884060,392.8 東川島診療所 〒240-0041 045-373-9899医療法人　圭信会　理三村　圭美 平19. 6. 1内   小   呼外診療所
     保医392 横浜市保土ケ谷区東川島町１５－常　勤:    1事長　三村　圭美 組織変更 精   心内 皮  現存
     ６ (医       1) 平25. 6. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885060,397.7 権太坂クリニック 〒240-0026 045-722-3053徳山　隆之 徳山　隆之 平19. 9. 1内   消   外  診療所
     保医397 横浜市保土ケ谷区権太坂３－１－常　勤:    1 新規 こう 現存
     １　権太坂スクエアＡ棟２階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886060,398.5 たか耳鼻咽喉科 〒240-0026 045-722-3030髙木　秀朗 髙木　秀朗 平19. 9. 1耳い アレ 気食診療所
     保医398 横浜市保土ケ谷区権太坂３－１－常　勤:    1 新規 現存
     １　権太坂スクエアＡ棟１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887060,402.5 たまの心のクリニック〒240-0004 045-340-2560玉野　陽一 玉野　陽一 平20. 4. 1心内 精   診療所
     保医402 横浜市保土ケ谷区岩間町１－７－常　勤:    1 新規 現存
     ２　天王町ビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  888060,405.8 医療法人社団　湘仁会〒240-0042 045-373-1121医療法人社団　湘仁会中野　正夫 平20. 7. 1眼   診療所
     保医405 　上星川アイ眼科 横浜市保土ケ谷区上星川１－２－常　勤:    1　理事長　齋藤　孝司 新規 現存
     １０　１階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889060,407.4 磯産婦人科医院 〒240-0065 045-331-1111医療法人社団　産和会磯　和男 平20. 6. 5一般        15診療所
     保医407 横浜市保土ケ谷区和田１－１９－常　勤:    1　理事長　磯　和男 組織変更 産   婦   現存
     ３ (医       1) 平26. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890060,408.2 星川ひろクリニック 〒240-0006 045-339-5585高橋　博義 高橋　博義 平20. 9. 1内   外   皮  診療所
     保医408 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     ダイゴプラザビル１Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891060,412.4 保土ヶ谷こころのクリ〒240-0006 045-332-3328医療法人　有愛会　理檜垣　有世 平21. 4. 1心内 神   精  診療所
     保医412 ニック 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２常　勤:    2事長　檜垣　有世 組織変更 現存
     ダイゴプラザ１Ｆ (医       2) 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892060,414.0 保土ヶ谷在宅クリニッ〒240-0022 045-342-0881医療法人　光和会　理大田　英一郎 平21. 5. 1内   他   診療所
     保医414 ク 横浜市保土ケ谷区西久保町５３植常　勤:    6事長　渡邊　茂 新規 現存
     木ビル２Ｆ (医       6) 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893060,415.7 いきいき杉山クリニッ〒240-0003 045-340-2755杉山　肇 杉山　肇 平21. 5. 1内   他   診療所
     保医415 ク 横浜市保土ケ谷区天王町１－２７常　勤:    1 新規 現存
     －７大岸ビル１Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894060,416.5 佐伯医院 〒240-0011 045-331-0683佐伯　日出貴 佐伯　日出貴 平21. 6. 1内   小   放  診療所
     保医416 横浜市保土ケ谷区桜ヶ丘２－２－常　勤:    1 交代 現存
     ２３ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895060,418.1 サヴァイクリニック 〒240-0045 045-383-2633田中　卓雄 田中　卓雄 平22. 1. 1内   産婦 小  診療所
     保医418 横浜市保土ケ谷区川島町１２２５常　勤:    2 交代 放   整外 現存
     －１ (医       2) 平22. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  896060,419.9 おおこうちクリニック〒240-0003 045-333-5070大河内　明子 大河内　明子 平22. 2. 1内   他   診療所
     保医419 横浜市保土ケ谷区天王町１－１９常　勤:    1 新規 現存
     －４ルミエール天王町１Ｆ (医       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897060,420.7 中村内科クリニック 〒240-0065 045-340-3223中村　修三 中村　修三 平22. 4. 1内   アレ 外  診療所
     保医420 横浜市保土ケ谷区和田１－１１－常　勤:    1 新規 他   現存
     １７コートリーハウス横浜和田町(医       1) 平22. 4. 1
     １Ｆ－１０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898060,422.3 くろだ内科医院 〒240-0052 045-370-1101黒田　久俊 黒田　久俊 平22.10. 1内   アレ 他  診療所
     保医422 横浜市保土ケ谷区西谷町１０５５常　勤:    1 新規 現存
     －１吉田ビル１Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899060,424.9 横浜メディカルクリニ〒240-0044 045-338-8980医療法人社団　洋和会鮫島　久紀 平22.12. 1内   診療所
     保医424 ック 横浜市保土ケ谷区仏向町１６２５常　勤:    2　理事長　工藤　治 交代 循内　糖内 現存
     －１　サンシティ横浜内 (医       2) 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900060,425.6 片桐医院 〒240-0042 045-381-0355片桐　寛之 片桐　寛之 平26. 5. 1外   内   診療所
     保医425 横浜市保土ケ谷区上星川１－４－常　勤:    1 移動 消内 現存
     ９ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901060,426.4 岩崎内科クリニック 〒240-0042 045-442-6475岩崎　知之 岩崎　知之 平23. 3. 1内   他   診療所
     保医426 横浜市保土ケ谷区上星川１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ５　フルール横浜１Ｆ (医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902060,428.0 みねおかクリニック 〒240-0064 045-334-2211医療法人社団　みねお小澤　道雄 平23. 9. 1精   心内 診療所
     保医428 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－２２常　勤:    1かクリニック　理事長 新規 現存
     １－４ (医       1)　小澤　道雄 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903060,429.8 横浜ホームケアクリニ〒240-0032 045-351-2757渡辺　大介 渡辺　大介 平23. 9. 1内   診療所
     保医429 ック 横浜市保土ケ谷区法泉２－２８－常　勤:    1 新規 現存
     ６－１０３ (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904060,431.4 ひろた胃腸内科・外科〒240-0036 045-355-6550廣田　淳 廣田　淳 平24. 4. 1内   外   整外診療所
     保医431 クリニック 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－３常　勤:    1 新規 皮   ひ   他  現存
     ４－１８ (医       1) 平24. 4. 1
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  905060,432.2 清水医院在宅・緩和ケ〒240-0044 045-331-3199医療法人　はまかぜ　清水　哲平 平24. 5. 1内   診療所
     保医432 アクリニック 横浜市保土ケ谷区仏向町１５４－常　勤:    1理事長　清水　哲平 交代 現存
     ２ゴトービル１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906060,433.0 保土ヶ谷北クリニック〒240-0052 045-382-0321医療法人　リファイン堀田　浩一 平24. 7. 1内   診療所
     保医433 横浜市保土ケ谷区西谷町９００－常　勤:    1ネット　理事長　伊藤 新規 現存
     ２アバンテ・ビル３Ｆ (医       1)　龍彦 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907060,434.8 親和クリニック 〒240-0013 045-332-2085橋本　喜一郎 橋本　喜一郎 平24.12. 1内   整外 婦  診療所
     保医434 横浜市保土ケ谷区帷子町２－５１常　勤:    1 新規 ひ   現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908060,435.5 明神台クリニック 〒240-0007 045-332-4178医療法人　明神会　理地口　学 平25. 1. 1内   皮   放  診療所
     保医435 横浜市保土ケ谷区明神台１－９コ常　勤:    1事長　地口　学 交代 他   現存
     ンフォール明神台団地第１街区第(医       1) 平25. 1. 1
     ９号棟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909060,436.3 医療法人社団　陽友会〒240-0035 045-351-0063医療法人社団　陽友会田村　陽一 平25. 1. 1内   診療所
     保医436 　ゆう在宅クリニック横浜市保土ケ谷区今井町９１９－常　勤:    3　理事長　田村　陽一 交代 現存
     １２－１Ｆ (医       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910060,437.1 ときた内科クリニック〒240-0067 045-744-5525常田　陽子 常田　陽子 平25. 5. 1内   小   他  診療所
     保医437 横浜市保土ケ谷区常盤台５５－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911060,438.9 小泉クリニック 〒240-0006 045-331-3325医療法人文光会　理事小泉　和彦 平25. 5. 1内   アレ 他  診療所
     保医438 横浜市保土ケ谷区星川１－４－５常　勤:    1長　小泉　和彦 交代 現存
     　１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912060,439.7 おやま内科消化器内科〒240-0002 045-340-1351医療法人おやま内科消小山　泉 平25. 5. 1内   他   診療所
     保医439 横浜市保土ケ谷区宮田町１－５－常　勤:    1化器内科　理事長　小 交代 現存
     １０高梨医療ビル２Ｆ (医       1)山　泉 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913061,000.6 医療法人社団大志会　〒240-0052 045-371-3014医療法人社団大志会　小川　大志 平26. 5. 1内   小   皮  診療所
     保医1000 小川内科クリニック 横浜市保土ケ谷区西谷町７４７－常　勤:    2理事長　門脇　淳子 移動 ひ   現存
     １ (医       2) 平26. 5. 1消内　内視内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  914980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-0062 045-331-1961横浜市長 石原　淳 昭35.10.18一般       624地域支援
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 常　勤:  143 一般（感染） 病院
     保医111 (医     142) 平23.10.18            26現存
     (歯       1) 内   小   呼  
     非常勤:   49 放   心外 消  
     (医      48) 循   整外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     耳い 精   外  
     神内 脳外 リハ
     麻   歯外 形外
     呼外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915980,349.5 横浜市西部地域療育セ〒240-0035 045-353-6933横浜市長 今井　美保 平13. 4. 1精   神   小  診療所
     保医349 ンター診療所 横浜市保土ケ谷区今井町７４３－常　勤:    2 新規 リハ 耳い 現存
     ２ (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916070,048.4 桜井医院 〒235-0033 045-771-3541桜井　昭一 桜井　昭一 昭33. 5. 1内   小   産婦診療所
     磯医48 横浜市磯子区杉田３－１１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917070,088.0 鈴木内科医院 〒235-0023 761-7070 鈴木　孔 鈴木　孔 昭44. 3. 1内   胃   循  診療所
     磯医88 横浜市磯子区森２－２５－１３ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918070,096.3 菅野医院 〒235-0033 045-772-2775菅野　国男 菅野　国男 昭45.10. 1内   小   診療所
     磯医96 横浜市磯子区杉田８－１８－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919070,105.2 医療法人　光陽会　磯〒235-0016 045-752-1212医療法人　光陽会　理池田　裕 平22. 1. 1一般       180病院
     (076,105.6) 子中央病院 横浜市磯子区磯子２－２０－４５常　勤:   19事長　篠﨑　仁史 移動 内   外   整外現存
     磯医105 (医      17) 平22. 1. 1脳外 形外 皮  
     (歯       2) 眼   ひ   放  
     非常勤:   35 歯   矯歯 耳い
     (医      32) 麻   リハ 婦  
     (歯       3) リウ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920070,129.2 樋口整形外科医院 〒235-0045 045-771-1631樋口　智久 樋口　智久 昭48. 5.15一般        10診療所
     磯医129 横浜市磯子区洋光台６－２７ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  921070,142.5 磯子眼科医院 〒235-0023 045-761-0214北村　博文 北村　博文 昭51. 2.15眼   診療所
     磯医142 横浜市磯子区森１－７　磯子セン常　勤:    1 現存
     ターハイツ３－２０４ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922070,144.1 及能内科クリニック 〒235-0016 045-753-4366及能　茂道 及能　茂道 昭51. 9. 1内   消   循  診療所
     磯医144 横浜市磯子区磯子２－１３－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923070,159.9 洋光台こどもクリニッ〒235-0045 045-831-5525河合　茂彦 河合　茂彦 昭61. 3.31小   診療所
     磯医159 ク 横浜市磯子区洋光台３－２０－２常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平22. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924070,167.2 中里医院 〒235-0043 045-771-3546李　文相 李　文相 昭57. 1. 1内   小   外  診療所
     磯医167 横浜市磯子区氷取沢町１００６ 脳外 リハ 現存
     平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925070,168.0 東神クリニック 〒235-0016 045-753-2233医療法人社団　朋進会西原　正博 平25. 3. 1内   診療所
     磯医168 横浜市磯子区磯子３－３－２１　常　勤:    1　理事長　薩田　英久 移動 現存
     ２Ｆ (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926070,174.8 横浜市磯子区休日急患〒235-0012 045-753-6011一般社団法人横浜市磯武安　宣明 昭59. 3. 1内   小   診療所
     磯医174 診療所 横浜市磯子区滝頭２－３１ 常　勤:    2子区医師会　理事長　 現存
     (医       2)武安　宣明 平23. 3. 1
     非常勤:   49
     (医      49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927070,175.5 田中眼科医院 〒235-0016 045-751-9098田中　一郎 田中　一郎 昭59. 4.15眼   診療所
     磯医175 横浜市磯子区磯子２－２１－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928070,177.1 モンビルクリニック 〒235-0005 045-751-7513小竹　久美子 小竹　久美子 昭60. 8. 1内   診療所
     磯医177 横浜市磯子区東町１５－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929070,178.9 横浜市南部地域療育セ〒235-0033 045-774-3831横浜市長 陶山　寧子 昭60. 8. 1精   小   耳い診療所
     磯医178 ンター診療所 横浜市磯子区杉田５－３２－２０常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  930070,181.3 つむらや耳鼻咽喉科医〒235-0005 05-755-1587 円谷　英一 円谷　英一 昭62. 1. 1耳い 診療所
     磯医181 院 横浜市磯子区東町１５－３２モン常　勤:    1 現存
     ビル１０４ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931070,184.7 安村医院 〒235-0033 045-771-5612安村　和彦 安村　和彦 昭62.11. 5内   胃   小  診療所
     磯医184 横浜市磯子区杉田１－１２－２３常　勤:    1 外   形外 こう現存
     (医       1) 平23.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932070,189.6 医療法人社団　滝沢医〒235-0045 045-831-1487医療法人社団滝沢医院滝澤　利男 平元. 8. 1内   胃   外  診療所
     磯医189 院 横浜市磯子区洋光台１－２－１２常　勤:    1　理事長　滝澤　利男 整外 小   現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933070,195.3 さいとう小児科 〒235-0021 045-752-4882斎藤　綾子 斎藤　綾子 平元.11. 1小   診療所
     磯医195 横浜市磯子区岡村７－２０－１４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934070,196.1 冨野医院 〒235-0021 045-752-3221医療法人社団冨野医院鎌田　一美 平元.11. 1内   小   診療所
     磯医196 横浜市磯子区岡村６－５－３５ 常　勤:    1　理事長　鎌田　一美 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935070,198.7 医療法人社団　北村小〒235-0023 045-761-0213医療法人社団北村小児北村　美悳 平元.12. 1小   内   アレ診療所
     磯医198 児科 横浜市磯子区森１－７－３－２０常　勤:    1科　理事長　北村　美 現存
     ３ (医       1)悳 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936070,201.9 衛藤クリニック 〒235-0016 045-753-5322衛藤　俊二 衛藤　俊二 平 2. 7. 1内   胃   外  診療所
     磯医201 横浜市磯子区磯子３－６ こう リハ 現存
     平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937070,202.7 森が丘医院 〒235-0024 045-846-1778佐藤　裕子 佐藤　裕子 平 2. 7.15内   小   脳外診療所
     磯医202 横浜市磯子区森が丘１－１３－１常　勤:    1 精   現存
     １ (医       1) 平23. 7.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938070,203.5 矢崎小児科医院 〒235-0016 045-751-4378医療法人社団矢崎小児矢崎　茂義 平 2. 8. 1小   アレ 診療所
     磯医203 横浜市磯子区磯子２－１３－１３常　勤:    2科　理事長　矢崎　茂 現存
     (医       2)義 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939070,204.3 医療法人社団　京浜ク〒235-0033 045-773-8882医療法人社団京浜クリ堤　俊一郎 平 2. 8. 1胃   外   整外診療所
     磯医204 リニック 横浜市磯子区杉田９－１８－１１常　勤:    1ニック　理事長　堤　 脳外 リハ 内  現存
     (医       1)俊一郎 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  940070,205.0 大城耳鼻咽喉科医院 〒235-0045 045-833-1300医療法人社団大城耳鼻大城　一郎 平 2. 9. 1耳い 診療所
     磯医205 横浜市磯子区洋光台３－１５－１常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     １ (医       1)大城　一郎 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941070,206.8 医療法人社団　湊眼科〒235-0011 045-761-0871医療法人社団湊眼科医湊　敏夫 平 2.11. 1眼   診療所
     磯医206 医院 横浜市磯子区丸山２－８－２ 常　勤:    1院　理事長　湊　敏夫 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942070,210.0 医療法人　博生会　根〒235-0005 045-754-8050医療法人　博生会　理杉山　隆 平 3. 3. 1整外 リハ 診療所
     磯医210 岸整形外科 横浜市磯子区東町１５－３２モン常　勤:    2事長　杉山　淳 現存
     ビル横浜根岸 (医       2) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943070,211.8 武安耳鼻咽喉科医院 〒235-0011 045-751-8856武安　陽子 武安　陽子 平15. 8. 1耳い 診療所
     磯医211 横浜市磯子区丸山２－１５－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944070,214.2 奥田皮膚科医院 〒235-0045 045-833-0371医療法人社団奥田皮膚奥田　恭子 平 3. 7. 1皮   診療所
     磯医214 横浜市磯子区洋光台４－６－３５常　勤:    1科医院　理事長　奥田 現存
     (医       1)　恭子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945070,217.5 伴整形外科 〒235-0023 045-758-0888伴　孝 伴　孝 平 3.12. 1一般         2診療所
     磯医217 横浜市磯子区森１－１０－２　松常　勤:    1 整外 リハ 現存
     山ビル (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946070,221.7 医療法人社団アイメデ〒235-0016 045-755-1616医療法人社団アイメデ磯田　教二 平 4. 8. 1内   消   循  診療所
     磯医221 ィケア　磯田内科 横浜市磯子区磯子３－１１－２２常　勤:    1ィケア　理事長　磯田 小   現存
     (医       1)　教二 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947070,224.1 新杉田メンタルクリニ〒235-0032 045-773-3355北村　清 北村　清 平 5. 1. 1精   神   神内診療所
     磯医224 ック 横浜市磯子区新杉田７－７レジェ常　勤:    1 新規 内   現存
     ンドトミビル３Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948070,227.4 橋本耳鼻咽喉科医院 〒235-0033 045-774-4133橋本　久子 橋本　久子 平 5. 4.15耳い 診療所
     磯医227 横浜市磯子区杉田１－１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949070,228.2 杉田眼科クリニック 〒235-0033 045-775-3927湊　多史郎 湊　多史郎 平 5. 5. 1眼   診療所
     磯医228 横浜市磯子区杉田１－１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950070,231.6 医療法人社団　志摩医〒235-0021 045-753-1718医療法人社団　志摩医志摩　糺 平 5.10. 1内   小   診療所
     磯医231 院 横浜市磯子区岡村７－２９－３ 常　勤:    1院　理事長　志摩　糺 組織変更 現存
     (医       1) 平23.10. 1
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  951070,232.4 遠藤クリニック 〒235-0045 045-833-1737医療法人社団　遠藤ク遠藤　美穂子 平 5.11. 1内   精   神  診療所
     磯医232 横浜市磯子区洋光台２－８－２６常　勤:    1リニック　理事長　遠 組織変更 小   現存
     (医       1)藤　美穂子 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952070,234.0 医療法人社団　春緑会〒235-0011 045-753-5171医療法人社団　春緑会武安　宣明 平 5.11. 1内   消   循  診療所
     磯医234 　武安医院 横浜市磯子区丸山２－１５－１ 常　勤:    1　理事長　武安　宣明 組織変更 小   現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953070,235.7 洋光台眼科クリニック〒235-0045 045-835-0143田辺　由紀夫 田辺　由紀夫 平17. 3.24眼   診療所
     磯医235 横浜市磯子区洋光台３－１３－５常　勤:    1 移動 現存
     －１１０ (医       1) 平23. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954070,236.5 板垣医院 〒235-0045 045-833-6141医療法人社団　寿会　村上　麗子 平 7. 1. 1胃   外   整外診療所
     磯医236 横浜市磯子区洋光台３丁目５番３常　勤:    1理事長　村上　麗子 組織変更 内   現存
     １号 (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955070,239.9 やそだ整形外科リウマ〒235-0045 045-833-1707医療法人　八十田医院八十田　敏男 平25. 4. 2整外 リウ リハ診療所
     磯医239 チクリニック 横浜市磯子区洋光台６－７－２７常　勤:    1　理事長　八十田　敏 移動 放   内   小  現存
     (医       1)男 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956070,240.7 エイチ・イー・シーサ〒235-0045 045-831-0031医療法人社団　一洋会前田　一 平 7. 6. 1内   他   診療所
     磯医240 イエンスクリニック 横浜市磯子区洋光台４－１－４－常　勤:    4　理事長　平尾　紘一 組織変更 現存
     １０２ (医       4) 平22. 6. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957070,242.3 ますだクリニック 〒235-0033 045-774-6355益田　總子 益田　總子 平 7.10.15内   小   診療所
     磯医242 横浜市磯子区杉田３－１３－２４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958070,245.6 土屋内科医院 〒235-0041 045-773-0011土屋　肇 土屋　肇 平 8. 9. 9内   診療所
     磯医245 横浜市磯子区栗木１－２０－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959070,249.8 ファミールこどもクリ〒235-0023 045-752-5651北原　弘 北原　弘 平 9. 9. 1小   診療所
     磯医249 ニック 横浜市磯子区森３－１７－３３－常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960070,250.6 永井医院 〒235-0045 045-833-0720医療法人社団　永井医永井　一成 平10. 1. 1内   小   診療所
     磯医250 横浜市磯子区洋光台１－７－２５常　勤:    1院　理事長　永井　一 組織変更 現存
     (医       1)成 平22. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
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  961070,251.4 織田医院 〒235-0023 045-751-7007織田　美雪 織田　美雪 平10. 6. 1内   診療所
     磯医251 横浜市磯子区森６－１－１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962070,253.0 林クリニック 〒235-0011 045-753-8878林　武利 林　武利 平10.11. 1内   外   胃  診療所
     磯医253 横浜市磯子区丸山２－９－１０ 常　勤:    1 新規 ひ   こう 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963070,257.1 平本医院 〒235-0015 045-761-1175医療法人　平本医院　平本　芳秋 平11. 6. 1内   神   精  診療所
     磯医257 横浜市磯子区久木町１７－１０ 常　勤:    1理事長　平本　芳秋 組織変更 心内 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964070,263.9 かげやま医院 〒235-0015 045-752-0177景山　元成 景山　元成 平13. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     磯医263 横浜市磯子区久木町２３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965070,265.4 藤田小児科 〒235-0033 045-771-2671医療法人　藤田小児科藤田　伸二 平14. 4.15小   アレ 診療所
     磯医265 横浜市磯子区杉田１－２０－２２常　勤:    1　理事長　藤田　伸二 組織変更 現存
     三葉ビル１Ｆ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966070,268.8 洋光台セントラルクリ〒235-0045 045-830-5511医療法人社団　朋進会久慈　忠司 平14.11.15内   診療所
     磯医268 ニック 横浜市磯子区洋光台３－９－３１常　勤:    1　理事長　薩田　英久 新規 現存
     (医       1) 平26.11.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967070,269.6 住田こどもクリニック〒235-0007 045-753-7151医療法人社団　住田こ住田　裕子 平15. 2. 1小   アレ 診療所
     磯医269 横浜市磯子区西町６－３９ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　住田　裕子 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968070,270.4 バニーこども診療所 〒235-0045 045-830-0767箕原　豊 箕原　豊 平15. 4. 1小   アレ 他  診療所
     磯医270 横浜市磯子区洋光台６－１９－１常　勤:    1 新規 現存
     ラ・カンパネラ１Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969070,273.8 横浜聖旺クリニック 〒235-0045 045-833-8083医療法人かしわ会　理苅部　喜一 平15.11. 1消   内   外  診療所
     磯医273 横浜市磯子区洋光台６－１９－４常　勤:    1事長　苅部　喜一 組織変更 皮   ひ   婦  現存
     ３ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970070,274.6 前田内科医院 〒235-0023 045-751-7001前田　浩利 前田　浩利 平15.11. 1内   消   循  診療所
     磯医274 横浜市磯子区森３－１４－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  971070,276.1 矢吹整形外科 〒235-0011 045-750-0710矢吹　尚彦 矢吹　尚彦 平16. 4. 1整外 リハ 皮  診療所
     磯医276 横浜市磯子区丸山２－３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972070,280.3 林内科医院 〒235-0033 045-772-1173医療法人　早明会　理林　千明 平25. 2.12内   他   診療所
     磯医280 横浜市磯子区杉田１－２１－９ 常　勤:    4事長　林　千明 移動 現存
     (医       4) 平25. 2.12
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973070,281.1 ファミリークリニック〒235-0021 045-751-2757山髙　民樹 山髙　民樹 平16. 8. 1内   胃   外  診療所
     磯医281 山髙医院 横浜市磯子区岡村１－１－２１ 常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974070,282.9 サンマタニティクリニ〒235-0045 045-833-3011医療法人大洋会　理事香西　洋介 平17. 1. 1一般        17診療所
     磯医282 ック 横浜市磯子区洋光台６－１－１０常　勤:    2長　香西　洋介 交代 産婦 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975070,283.7 永野医院 〒235-0033 045-771-4563永野　潔 永野　潔 平16.12.13神   精   内  診療所
     磯医283 横浜市磯子区杉田５－２３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976070,284.5 堀口医院 〒235-0045 045-831-9534医療法人社団慈光会堀堀口　定 平17. 1. 1内   整外 形外診療所
     磯医284 横浜市磯子区洋光台３－１５－１常　勤:    1口医院　理事長　堀口 組織変更 リハ 現存
     ３ (医       1)　定 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977070,285.2 おの眼科クリニック 〒235-0005 045-761-4113小野　慎也 小野　慎也 平17. 2.15眼   診療所
     磯医285 横浜市磯子区東町１５－３２モン常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978070,287.8 宮本皮フ科 〒235-0045 045-830-0610宮本　秀明 宮本　秀明 平17. 4.15皮   診療所
     磯医287 横浜市磯子区洋光台３丁目洋光台常　勤:    1 新規 現存
     中央団地１３－４－１０８ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979070,288.6 大久保内科医院 〒235-0013 045-751-3349大久保　堯司 大久保　堯司 平17. 4.15内   診療所
     磯医288 横浜市磯子区広地町２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980070,289.4 みやうちクリニック 〒235-0036 045-770-5701宮内　利郎 宮内　利郎 平17. 5. 1心内 神内 精  診療所
     磯医289 横浜市磯子区中原４－２６－２７常　勤:    2 新規 現存
     ライオンズステーションプラザ杉(医       2) 平23. 5. 1
     田２０５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  981070,292.8 医療法人社団　ＫＯＣ〒235-0033 045-769-2599医療法人社団　ＫＯＣ河野　卓也 平17. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     磯医292 　こうの整形外科クリ横浜市磯子区杉田１－１７－１プ常　勤:    1　理事長　河野　卓也 組織変更 現存
     ニック ララＳＵＧＩＴＡ３階 (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982070,293.6 井上けい子内科クリニ〒235-0023 045-752-6517井上　啓子 井上　啓子 平17.10. 1内   消   診療所
     磯医293 ック 横浜市磯子区森１－１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983070,297.7 渋谷医院 〒235-0033 045-771-0627医療法人　渋谷医院　澁谷　徹 平17.12. 1内   小   呼  診療所
     磯医297 横浜市磯子区杉田１－１－１ 常　勤:    2理事長　澁谷　徹 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984070,298.5 せき耳鼻咽喉科 〒235-0033 045-770-6335関　彰彦 関　彰彦 平18. 4.15耳い 診療所
     磯医298 横浜市磯子区杉田５－７－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０３ライフコート杉田 (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985070,299.3 塚本医院 〒235-0021 045-755-1615保﨑　晃子 保﨑　晃子 平18. 5.26内   小   リハ診療所
     磯医299 横浜市磯子区岡村３－２２－３６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986070,301.7 あおと眼科 〒235-0033 045-770-6103医療法人社団　蒼風会飯島　康仁 平18.11. 1眼   診療所
     磯医301 横浜市磯子区杉田５－７－７－２常　勤:    2　理事長　飯島　康仁 組織変更 現存
     ０１ライフコート杉田 (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987070,302.5 河原整形外科 〒235-0033 045-774-7707医療法人社団　恵和会河原　操 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     磯医302 横浜市磯子区杉田１－１－１らび常　勤:    2　理事長　河原　操 組織変更 現存
     すた新杉田１Ｆ (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988070,304.1 今井医院 〒235-0021 045-751-6719医療法人　みこころ会今井　那美 平19. 4. 1内   小   診療所
     磯医304 横浜市磯子区岡村３－１－２５ 常　勤:    1　理事長　今井　那美 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989070,305.8 医療法人社団　清流会〒235-0033 045-771-3055医療法人社団　清流会武田　光正 平19. 5. 1ひ   診療所
     磯医305 　たけだ泌尿器科クリ横浜市磯子区杉田１－１７－１プ常　勤:    1　理事長　武田　光正 組織変更 現存
     ニック ララＳＵＧＩＴＡ２０１－１ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  990070,306.6 井橋レディースクリニ〒235-0033 045-769-4184医療法人　聖優会　理井橋　俊彦 平19. 5. 1一般         1診療所
     磯医306 ック 横浜市磯子区杉田１－１７－１プ常　勤:    1事長　井橋　俊彦 組織変更 産   婦   形外現存
     ララＳＵＧＩＴＡ２０１－２ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991070,307.4 関田医院 〒235-0023 045-752-3026半田　真一 半田　真一 平19. 6. 1一般         1診療所
     磯医307 横浜市磯子区森２－２５－１６ 常　勤:    1 交代 内   呼   消  現存
     (医       1) 平25. 6. 1循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992070,308.2 おざわ整形外科クリニ〒235-0007 045-750-5770医療法人　健伸会　理小澤　隆 平19. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     磯医308 ック 横浜市磯子区西町１２－１根岸駅常　勤:    1事長　小澤　隆 組織変更 内   現存
     前第二共同ビル１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993070,310.8 いそべ眼科 〒235-0023 045-754-0888磯部　裕 磯部　裕 平20. 4. 1眼   診療所
     磯医310 横浜市磯子区森３－１７－３３　常　勤:    1 交代 現存
     ファミール屏風ヶ浦２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994070,312.4 杉田整形外科内科クリ〒235-0034 045-771-2217医療法人社団　勇進会野呂　俊種 平20. 6. 1整外 内   リウ診療所
     磯医312 ニック 横浜市磯子区杉田坪呑２－３－１常　勤:    1　理事長　野呂　俊種 組織変更 リハ 形外 現存
     ０４ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995070,313.2 新杉田やながわ眼科 〒235-0033 045-773-0456柳川　秀雄 柳川　秀雄 平21. 2. 1眼   診療所
     磯医313 横浜市磯子区杉田４－２－１マナ常　勤:    1 新規 現存
     ベビル２Ｆ (医       1) 平21. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996070,314.0 ねぎし泌尿器科・内科〒235-0005 045-750-0119医療法人社団　湘南太髙木　康行 平21. 4. 1ひ   内   診療所
     磯医314 横浜市磯子区東町１５－３２モン常　勤:    1陽会　理事長　鳥居　 新規 現存
     ビル横浜根岸２Ｆ (医       1)伸一郎 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997070,315.7 ひかりクリニック 〒235-0045 045-836-2611穂坂　則臣 穂坂　則臣 平21. 4. 1外   内   他  診療所
     磯医315 横浜市磯子区洋光台６－３３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998070,316.5 洋光台耳鼻咽喉科・ひ〒235-0045 045-835-3387山田　昌宏 山田　昌宏 平21. 4. 1耳い 皮   診療所
     磯医316 ふ科 横浜市磯子区洋光台１－１５－７常　勤:    1 新規 現存
     洋光台田中ビル１Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  999070,318.1 関屋内科 〒235-0011 045-758-0339関屋　健策 関屋　健策 平21. 9. 1内   診療所
     磯医318 横浜市磯子区丸山１－５－７ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ラデルソーレ圓山２Ｆ－２０２ (医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000070,319.9 かじはらメンタルクリ〒235-0023 045-750-2882梶原　智 梶原　智 平21.12. 1精   心内 診療所
     磯医319 ニック 横浜市磯子区森１－７－１０－３常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001070,320.7 飛鳥田医院 〒235-0014 045-751-2202飛鳥田　一朗 飛鳥田　一朗 平22. 2. 9内   他   診療所
     磯医320 横浜市磯子区中浜町４－２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002070,321.5 東山耳鼻咽喉科医院 〒235-0023 045-751-4820東山　佳澄 東山　佳澄 平22. 5. 1耳い 診療所
     磯医321 横浜市磯子区森３－１９－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003070,322.3 伊部皮膚科クリニック〒235-0016 045-751-8712医療法人社団　伊部皮伊部　美葉 平22. 6. 1皮   アレ 診療所
     磯医322 横浜市磯子区磯子３－３－２１江常　勤:    1膚科クリニック　理事 交代 現存
     戸徳ビル１Ｆ (医       1)長　伊部　美葉 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004070,323.1 磯子しおかぜ診療所 〒235-0023 045-751-7241北　俊文 北　俊文 平23. 2. 1内   外   他  診療所
     磯医323 横浜市磯子区森１－８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005070,324.9 佐藤耳鼻咽喉科医院 〒235-0023 045-751-6000佐藤　博昭 佐藤　博昭 平23. 3. 1耳い 診療所
     磯医324 横浜市磯子区森１－７－３－２０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006070,325.6 よこはま土田メディカ〒235-0023 045-752-6111土田　隆 土田　隆 平23. 4. 1内   脳外 他  診療所
     磯医325 ルクリニック 横浜市磯子区森１－７－１０　ト常　勤:    1 新規 現存
     ワイシア横浜磯子３０５ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007070,327.2 たきもとクリニック 〒235-0033 045-774-7270医療法人社団　至誠会瀧本　篤 平23. 5. 1内   外   他  診療所
     磯医327 横浜市磯子区杉田５－７－７　ラ常　勤:    1　理事長　瀧本　篤 交代 現存
     イフコート杉田２０３ (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008070,328.0 杉田駅前皮ふ科 〒235-0033 045-773-2982小森　絢子 小森　絢子 平23.10. 1皮   診療所
     磯医328 横浜市磯子区杉田１－１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1009070,329.8 いなほクリニック 〒235-0045 045-489-4480医療法人社団　みのり小島　克夫 平23.12. 1精   心内 診療所
     磯医329 横浜市磯子区洋光台５－１－３５常　勤:    1会　理事長　都甲　崇 交代 現存
     　洋光台鈴木ビル　２Ｆ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010070,330.6 うちのパークサイドク〒235-0045 045-830-5671医療法人社団　智隆会内野　正文 平24. 1. 1脳外 整外 神内診療所
     磯医330 リニック 横浜市磯子区洋光台１－２－２０常　勤:    1　理事長　内野　正文 交代 リハ 現存
     　ベルノール洋光台１Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011070,332.2 高倉クリニック 〒235-0045 045-352-8253高倉　秀樹 高倉　秀樹 平24. 4. 1内   外   他  診療所
     磯医332 横浜市磯子区洋光台３－２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012070,334.8 さかしたクリニック 〒235-0016 045-750-0577医療法人社団　爽生会坂下　武 平24. 6. 1内   外   他  診療所
     磯医334 横浜市磯子区磯子３－３－２１江常　勤:    1　理事長　坂下　武 交代 現存
     戸徳ビル１Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013070,335.5 洋光台ひろ内科クリニ〒235-0045 045-836-3777池田　弘子 池田　弘子 平24. 9. 1内   他   診療所
     磯医335 ック 横浜市磯子区洋光台３－１３ピー常　勤:    1 新規 現存
     コックプラザ２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014070,336.3 ながお耳鼻咽喉科 〒235-0045 045-352-8500長尾　淳一 長尾　淳一 平24. 9. 1耳い 診療所
     磯医336 横浜市磯子区洋光台３－１３ピー常　勤:    1 新規 現存
     コックプラザ２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015070,337.1 まさみ眼科クリニック〒235-0045 045-836-3555丁　正美（ 村正美）丁　正美（ 村正美）平24.10. 1眼   診療所
     磯医337 横浜市磯子区洋光台３－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ピーコックストア２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016070,338.9 奥田内科 〒235-0045 045-830-6161奥田　研爾 奥田　研爾 平24.10. 1内   呼内 診療所
     磯医338 横浜市磯子区洋光台３－１－１シ常　勤:    1 新規 老内　感染内　現存
     ョップ２７　２Ｆ (医       1) 平24.10. 1循内
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017070,339.7 洋光台整形外科 〒235-0045 045-831-3134加藤　俊明 加藤　俊明 平25. 4. 1整外 リハ 診療所
     磯医339 横浜市磯子区洋光台３－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1018070,340.5 新杉田ヒルサイドクリ〒235-0033 045-778-3565佐野　新一郎 佐野　新一郎 平25. 4. 1整外 リハ 皮  診療所
     磯医340 ニック 横浜市磯子区杉田５－７－７ライ常　勤:    1 交代 形外 現存
     フコート杉田２０５ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019070,341.3 磯子泌尿器科クリニッ〒235-0016 045-750-0801深澤　潔 深澤　潔 平25. 5. 1ひ   診療所
     磯医341 ク 横浜市磯子区磯子３－３－２１磯常　勤:    1 新規 現存
     子江戸徳ビル１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020070,342.1 屏風浦皮フ科 〒235-0023 045-750-1151岡澤　ひろみ 岡澤　ひろみ 平25. 5. 1皮   診療所
     磯医342 横浜市磯子区森３－４－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021070,343.9 遠藤内科 〒235-0041 045-773-7273医療法人　栗木会　理遠藤　幸一郎 平25. 5. 1内   診療所
     磯医343 横浜市磯子区栗木１－２８－２７常　勤:    1事長　遠藤　幸一郎 交代 現存
     ライオンズマンション栗木町１Ｆ(医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022070,344.7 なかや内科医院 〒235-0011 045-750-1002中谷　信一 中谷　信一 平25.10. 1内   診療所
     磯医344 横浜市磯子区丸山２－１８－６ 常　勤:    1 新規 消内 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023071,000.4 えんどう眼科クリニッ〒235-0033 045-770-0067遠藤　純子 遠藤　純子 平25.11. 1眼   診療所
     磯医1000 ク 横浜市磯子区杉田１－２０－１９常　勤:    1 新規 現存
     松木ビル２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024071,001.2 関東病院 〒235-0023 045-754-0112医療法人関東病院（財門馬　正志 平25.11. 1一般        79病院
     磯医1001 横浜市磯子区森１－１６－２６ 常　勤:    7団）　理事長　篠﨑　 新規 療養       120療養病床
     (医       7)仁史 平25.11. 1内   外   脳外現存
     非常勤:    5 リハ 
     (医       5) 消内　循内　漢
     内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025071,002.0 磯子耳鼻咽喉科クリニ〒235-0016 045-750-4187齊藤　裕子 齊藤　裕子 平26. 5. 1耳い 診療所
     磯医1002 ック 横浜市磯子区磯子３－１３　Ｋ棟常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆクリニックモール３号室 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026071,003.8 磯子けんこうこどもク〒235-0016 045-750-0330中村　昌徳 中村　昌徳 平26. 5. 1小   診療所
     磯医1003 リニック 横浜市磯子区磯子３－１３　Ｋ－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆクリニックモール１号室 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027071,004.6 きたむら内科クリニッ〒235-0016 045-750-3360北村　剛彦 北村　剛彦 平26. 5. 1内   診療所
     磯医1004 ク 横浜市磯子区磯子３－１３　Ｋ１常　勤:    1 新規 消内 現存
     Ｆクリニックモール２号室 (医       1) 平26. 5. 1
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 1028071,005.3 みつばちこども漢方ク〒235-0045 045-836-3622髙蜂　紀子 髙蜂　紀子 平26. 6. 1小   診療所
     磯医1005 リニック 横浜市磯子区洋光台３－１３－４常　勤:    1 新規 漢内 現存
     －１１０ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029071,006.1 山川皮膚科 〒235-0015 045-751-5471山川　泰光 山川　泰光 平26. 9. 1皮   診療所
     磯医1006 横浜市磯子区久木町２３－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030071,007.9 磯子　悠レディースク〒235-0016 045-754-5888小山　秀樹 小山　秀樹 平26.10. 1産   婦   診療所
     磯医1007 リニック 横浜市磯子区磯子３－３－２１磯常　勤:    1 新規 現存
     子江戸徳ビル１Ｆ３号室 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031980,158.0 神奈川県立汐見台病院〒235-0022 045-761-3581神奈川県知事 栗原　英明 昭54. 4. 1一般       225病院
     磯医158 横浜市磯子区汐見台１－６－５ 常　勤:   24 内   小   外  現存
     (医      24) 平24. 4. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:   52 産婦 眼   耳い
     (医      52) 放   麻   リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032980,258.8 横浜市立脳血管医療セ〒235-0012 045-753-2500横浜市長 山本　勇夫 平11. 8. 1一般       300病院
     (986,258.2) ンター 横浜市磯子区滝頭１－２－１ 常　勤:   26 新規 神内 脳外 内  現存
     磯医258 (医      26) 平23. 8. 1リハ 放   麻  
     非常勤:   73 精   整外 皮  
     (医      67) ひ   眼   耳い
     (歯       6) 歯外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033080,005.2 国家公務員共済組合連〒236-0037 045-782-2101国家公務員共済組合連蜂谷　将史 昭32. 7.15一般       591地域支援
     (086,005.6) 合会　横浜南共済病院横浜市金沢区六浦東１－２１－１常　勤:  188合会　理事長　尾原　 精神        64病院
     金医5 (医     181)榮夫 平23. 7.15内   精   神内現存
     (歯       7) アレ リウ 小  
     非常勤:   30 外   整外 形外
     (医      28) 美外 脳外 心外
     (歯       2) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   歯外 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1034080,010.2 社会福祉法人恩賜財団〒236-8653 045-781-8811社会福祉法人恩賜財団相馬　民太郎 昭32. 9. 1一般       165病院
     金医10 済生会　若草病院 横浜市金沢区平潟町１２－１ 常　勤:   15済生会支部神奈川県済 療養        34現存
     (医      15)生会　支部長　正木　 平23. 9. 1内   神内 外  
     非常勤:   53義博 整外 脳外 皮  
     (医      52) ひ   婦   眼  
     (歯       1) 耳い リハ 麻  
     消内　循内　肛
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035080,016.9 日本飛行機（株）航空〒236-0001 045-773-5121日本飛行機株式会社　尼ケ崎　安紘 昭32.10.20内   診療所
     金医16 宇宙機器事業部診療所横浜市金沢区昭和町３１７５ 常　勤:    1代表取締役　早野　幸 現存
     (医       1)雄 平23.10.20
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036080,018.5 栗栖医院 〒236-0031 045-701-9557栗栖　朝子 栗栖　朝子 昭32.10.20内   小   放  診療所
     金医18 横浜市金沢区六浦４－１０－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037080,031.8 山岸医院 〒236-0016 045-701-9555山岸　俊雄 山岸　俊雄 昭32.10.20外   ひ   婦  診療所
     金医31 横浜市金沢区谷津町１６０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038080,036.7 東急車輛製造株式会社〒236-0043 045-783-7198東急車輛製造株式会社西山　潔 昭32.12.20内   外   皮  診療所
     金医36 横浜製作所診療所 横浜市金沢区大川３－１ 常　勤:    1　取締役　山崎　卓 眼   耳   放  現存
     (医       1) 平23.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039080,069.8 金沢眼科医院 〒236-0014 045-701-5237宮崎　達也 宮崎　達也 昭41. 6. 1眼   診療所
     金医69 横浜市金沢区寺前１－５－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040080,070.6 佐藤医院 〒236-0016 045-701-9375佐藤　昭雄 佐藤　昭雄 昭41. 7.15内   胃   放  診療所
     金医70 横浜市金沢区谷津町３８４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041080,078.9 田宮眼科医院 〒236-0014 045-782-0196田宮　誠二 田宮　誠二 平 6. 2. 1眼   診療所
     金医78 横浜市金沢区寺前２－２－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042080,089.6 平石耳鼻咽喉科医院 〒236-0042 045-782-3494平石　功治 平石　功治 昭55. 4. 1耳い 気食 診療所
     金医89 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－常　勤:    2 現存
     ３６ (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1043080,095.3 相川整形外科医院 〒236-0053 045-782-7591相川　義勝 相川　義勝 昭46. 9.15整外 診療所
     金医95 横浜市金沢区能見台通２１－２３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044080,096.1 川上耳鼻咽喉科医院 〒236-0052 045-771-4715川上　頴 川上　頴 平11. 4. 1耳い 診療所
     金医96 横浜市金沢区富岡西６－１５－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045080,098.7 公益財団法人神奈川県〒236-0002 045-773-1921公益財団法人　神奈川井沢　方宏 昭47. 6.15内   放   診療所
     金医98 予防医学協会集団検診横浜市金沢区鳥浜町１３－７ 常　勤:    4県予防医学協会　理事 現存
     センター (医       4)長　土屋　尚 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046080,100.1 一般社団法人　金沢区〒236-0015 045-782-8785一般社団法人　金沢区河本　和行 昭47.11. 1内   小   外  診療所
     (086,100.5) 三師会立休日救急診療横浜市金沢区金沢町４８ 常　勤:    1三師会　会長　小田　 歯   現存
     金医100 所 (医       1)兵馬 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047080,102.7 医療法人社団　景翠会〒236-0021 045-781-2611医療法人社団景翠会金髙山　篤也 昭48. 1. 1一般       179病院
     金医102 　金沢病院 横浜市金沢区泥亀２－８－３ 常　勤:   11沢病院　理事長　富田 整外 内   神内現存
     (医      11)　春郎 平24. 1. 1外   脳外 眼  
     非常勤:   28 リハ 他   
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048080,107.6 関本クリニック 〒236-0052 772-2705 関本　英也 関本　英也 昭49. 1.15一般         1診療所
     金医107 横浜市金沢区富岡西５－５－３ 常　勤:    1 内   皮   産婦現存
     (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049080,115.9 夏山診療所 〒236-0046 045-782-6918青木　典子 青木　典子 昭50. 9. 1内   精   神  診療所
     金医115 横浜市金沢区釜利谷西１－４４－常　勤:    1 現存
     １１ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050080,117.5 金沢クリニック 〒236-0033 045-784-3646葉　晴埼 葉　晴埼 昭51. 8. 1内   皮   産婦診療所
     金医117 横浜市金沢区東朝比奈１－４３－常　勤:    1 現存
     ７ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051080,118.3 青木医院 〒236-0028 045-701-9052青木　誠孝 青木　誠孝 昭52. 1. 1内   精   神  診療所
     金医118 横浜市金沢区洲崎町５番８号 常　勤:    1 消   放   現存
     (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1052080,121.7 浜坂医院 〒236-0031 045-701-4114浜坂　道夫 浜坂　道夫 昭52. 9. 1内   精   診療所
     金医121 横浜市金沢区六浦１－１１－１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053080,122.5 文庫皮膚科 〒236-0021 045-784-0757佐藤　卓三 佐藤　卓三 昭52. 9. 1皮   ひ   診療所
     金医122 横浜市金沢区泥亀１－１７－２０常　勤:    1 現存
     　文庫太平ビル (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054080,127.4 中山耳鼻咽喉科医院 〒236-0027 045-783-0018中山　将太郎 中山　将太郎 昭53. 9.15耳い 診療所
     金医127 横浜市金沢区瀬戸４－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055080,130.8 富田小児科 〒236-0051 774-3170 富田　章 富田　章 昭54. 4. 1小   診療所
     金医130 横浜市金沢区富岡東２－５－２９常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056080,131.6 宮崎内科医院 〒236-0042 045-783-5210宮崎　佳之 宮崎　佳之 平 9.12. 8内   循   診療所
     金医131 横浜市金沢区釜利谷東４－５３－常　勤:    1 移動 現存
     １５ (医       1) 平21.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057080,132.4 北村皮膚科 〒236-0038 045-784-0385北村　和子 北村　和子 昭55. 6. 1皮   診療所
     金医132 横浜市金沢区六浦南２－８－５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058080,134.0 富岡内科クリニック 〒236-0005 045-773-6600権田　信之 権田　信之 昭55.11. 1内   消   循  診療所
     金医134 横浜市金沢区並木１－１７－３ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059080,136.5 六浦内科クリニック 〒236-0031 045-783-6763行徳　国治 行徳　国治 昭56. 2.15内   診療所
     金医136 横浜市金沢区六浦５－１－１１　常　勤:    1 現存
     六浦ビル４Ｆ (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060080,147.2 岡沢クリニック 〒236-0021 045-785-1555岡沢　美江子 岡沢　美江子 昭59.10.15小   内   診療所
     金医147 横浜市金沢区泥亀１－１８－３１常　勤:    1 現存
     豊英ビル４Ｆ (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061080,150.6 小野医院 〒236-0028 045-701-8771小野　敏 小野　敏 昭60. 2. 1皮   ひ   形外診療所
     金医150 横浜市金沢区洲崎町５－４１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
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 1062080,152.2 渡部内科医院 〒236-0035 045-701-3666渡部　迪男 渡部　迪男 昭60. 4.15内   診療所
     金医152 横浜市金沢区大道１－２９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063080,155.5 医療法人社団　厚済会〒236-0027 045-784-8600医療法人社団　厚済会武田　秀之 昭63. 4. 4内   診療所
     金医155 金沢クリニック 横浜市金沢区瀬戸２－５金沢八景常　勤:    1　理事長　山口　聡 循内　消内　人現存
     ビル (医       1) 平24. 4. 4透内
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064080,156.3 長倉医院 〒236-0005 045-771-2500長倉　美恵子 長倉　美恵子 昭60. 9.15内   呼   消  診療所
     金医156 横浜市金沢区並木１－１９－２２常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065080,157.1 木原整形外科医院 〒236-0031 045-781-3636木原　一成 木原　一成 昭61. 1. 4外   整外 リハ診療所
     金医157 横浜市金沢区六浦２－１－２０ 現存
     平22. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066080,165.4 金沢文庫病院 〒236-0042 045-785-3311医療法人社団　愛友会新江　良一 昭62. 2. 1一般       147病院
     金医165 横浜市金沢区釜利谷東２－６－２常　勤:   14　理事長　中村　康彦 内   外   小  現存
     ２ (医      13) 平23. 2. 1整外 呼内 脳外
     (歯       1) 眼   皮   ひ  
     非常勤:   51 リハ 
     (医      51) 循内　消内　肛
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067080,174.6 シーサイドクリニック〒236-0005 045-781-4080土光　伸一 医師　土光　伸一 昭63.10. 1形外 皮   診療所
     金医174 横浜市金沢区並木２－３－４ 現存
     平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068080,176.1 柳沼眼科医院 〒236-0042 045-786-1100栁沼　時影 栁沼　時影 平 7. 8.31眼   診療所
     金医176 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－常　勤:    1 移動 現存
     ２８ (医       1) 平22. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069080,179.5 牧野クリニック 〒236-0014 045-786-5011牧野　舜二 牧野　舜二 平元. 7. 1内   胃   外  診療所
     金医179 横浜市金沢区寺前１－１－２８ 常　勤:    1 整外 こう リハ現存
     (医       1) 平22. 7. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070080,181.1 富岡耳鼻科・眼科 〒236-0051 045-772-2330医療法人社団　富岡耳池田　由里子 平20. 5. 1眼   耳い 診療所
     金医181 横浜市金沢区富岡東６－１－１０常　勤:    1鼻科・眼科　理事長　 移動 現存
     (医       1)池田　由里子 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 1071080,183.7 江原小児科医院 〒236-0005 045-773-8533江原　良 江原　良 平 2. 5. 1小   診療所
     金医183 横浜市金沢区並木１－１４－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072080,185.2 医療法人社団　石丸医〒236-0052 045-772-3267医療法人社団石丸医院石丸　百合子 平 2. 8. 1内   小   診療所
     金医185 院 横浜市金沢区富岡西４－６－６ 常　勤:    1　理事長　石丸　百合 現存
     (医       1)子 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073080,188.6 はやしクリニック 〒236-0005 045-785-2000医療法人はやしクリニ林　洋子 平 2.12. 1内   眼   皮  診療所
     金医188 横浜市金沢区並木２－１０－５ 常　勤:    2ック　理事長　林　和 小   休止
     (医       2)宏 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074080,191.0 吉村内科医院 〒236-0042 045-785-2161吉村　英樹 吉村　英樹 平 3. 4. 1内   胃   診療所
     金医191 横浜市金沢区釜利谷東２－１７－常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075080,192.8 医療法人社団　榎本医〒236-0046 045-781-3188医療法人社団榎本医院榎本　崇宏 平 3. 6. 1内   診療所
     金医192 院 横浜市金沢区釜利谷西６－１－１常　勤:    3　理事長　榎本　崇宏 現存
     ０ (医       3) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076080,193.6 森医院 〒236-0021 045-785-3337医療法人社団森医院　森　泰則 平 3. 7. 1内   外   こう診療所
     金医193 横浜市金沢区泥亀１－１８－１０常　勤:    1理事長　森　泰則 胃   リハ 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077080,195.1 日本発条株式会社　健〒236-0004 045-786-7553日本発条株式会社　代高岡　幹夫 平 3. 9. 1内   診療所
     金医195 康推進センター 横浜市金沢区福浦３丁目１０番地常　勤:    1表取締役　玉村　和己 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078080,197.7 関沢クリニック 〒236-0053 045-786-8852関澤　良行 関澤　良行 平11. 4. 1胃   内   こう診療所
     金医197 横浜市金沢区能見台通８－２８ 常　勤:    1 移動 外   リハ 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079080,198.5 医療法人社団　山口診〒236-0042 045-785-3912医療法人社団山口診療山口　茂光 平 4. 1. 1皮   診療所
     金医198 療所 横浜市金沢区釜利谷東２丁目２０常　勤:    1所　理事長　山口　茂 現存
     番９号 (医       1)光 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080080,199.3 和田耳鼻咽喉科 〒236-0042 045-788-3311和田　清 和田　清 平 4. 6. 1耳い 診療所
     金医199 横浜市金沢区釜利谷東２－２１－常　勤:    1 現存
     ２２ (医       1) 平22. 6. 1
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 1081080,201.7 大久保医院 〒236-0038 045-788-6565大久保　愼一 大久保　愼一 平 4. 6. 1内   小   診療所
     金医201 横浜市金沢区六浦南２－４２－１常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082080,202.5 梅田皮膚クリニック 〒236-0053 045-788-6260梅田　敏彦 梅田　敏彦 平22. 9. 1皮   形外 診療所
     金医202 横浜市金沢区能見台通２－３－２常　勤:    1 移動 現存
     ０２ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083080,204.1 森クリニック 〒236-0021 045-785-2235医療法人社団森クリニ森　由雄 平14. 5.29内   小   循  診療所
     金医204 横浜市金沢区泥亀１－８－２７ 常　勤:    1ック　理事長　森　由 移動 呼   消   皮  現存
     (医       1)雄 平26. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084080,211.6 おいかわ眼科 〒236-0053 045-784-8558医療法人社団　おいか及川　誠一 平 6. 6. 1眼   診療所
     金医211 横浜市金沢区能見台通８－１及川常　勤:    1わ眼科　理事長　及川 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (医       1)　誠一 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085080,213.2 第一整形外科 〒236-0052 045-771-9133医療法人社団　第一整東　勲良 平 6. 7. 1外   整外 リハ診療所
     金医213 横浜市金沢区富岡西２－３－１ 常　勤:    1形外科　理事長　東　 組織変更 現存
     (医       1)勲良 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086080,216.5 金沢中央医院 〒236-0031 045-783-7931医療法人社団　金沢中久保田　正充 平 7. 2. 1介護        17診療所
     金医216 横浜市金沢区六浦２－６－８ 常　勤:    1央医院　理事長　久保 組織変更 内   ひ   皮  療養病床
     (医       1)田　正充 平22. 2. 1他   休止
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087080,217.3 椿ヶ丘医院 〒236-0052 045-771-7613東邑　書憲 東邑　書憲 平 7. 5. 1内   消   循  診療所
     金医217 横浜市金沢区富岡西１－３５－１常　勤:    1 新規 呼   放   リハ現存
     ５ (医       1) 平22. 5. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088080,218.1 鳥居泌尿器科・内科 〒236-0042 045-784-2002医療法人社団湘南太陽鳥居　伸一郎 平 7. 6. 1ひ   内   診療所
     金医218 横浜市金沢区釜利谷東２－２１－常　勤:    1会　理事長　鳥居　伸 組織変更 現存
     ２２フレア金沢文庫１階 (医       1)一郎 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089080,219.9 医療法人社団　所耳鼻〒236-0038 045-788-3387医療法人社団所耳鼻咽所　芳男 平 7. 6. 1耳い 診療所
     金医219 咽喉科医院 横浜市金沢区六浦南２－９－１４常　勤:    1喉科医院　理事長　所 組織変更 現存
     (医       1)　芳男 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1090080,221.5 医療法人社団景翠会　〒236-0021 045-786-0915医療法人社団景翠会　緒方　直人 平 7. 6.15内   婦   外  診療所
     金医221 金沢健診クリニック 横浜市金沢区泥亀２－１１－３ 常　勤:    1理事長　髙山　篤也 新規 脳外 現存
     (医       1) 平22. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091080,222.3 岡本産婦人科医院 〒236-0053 045-784-1703医療法人　岡本産婦人岡本　十右衛門 平 7. 7. 1一般         7診療所
     金医222 横浜市金沢区能見台通１５－３ 常　勤:    1科医院　理事長　岡本 組織変更 産婦 小   現存
     (医       1)　十右衛門 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092080,224.9 みやかわ眼科 〒236-0042 045-785-5630宮川　茂 宮川　茂 平 7. 9.15眼   診療所
     金医224 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－常　勤:    1 新規 現存
     ９クリニックビル３Ｆ (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093080,225.6 吉田整形外科 〒236-0057 045-775-1002医療法人社団　晃生会梅田　壽美 平 7.11. 1整外 リハ 診療所
     金医225 横浜市金沢区能見台３－７－３ 常　勤:    1　理事長　吉田　晃生 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094080,226.4 医療法人社団　青木こ〒236-0032 045-788-8181医療法人社団　青木こ青木　浩之 平 7.11. 1小   診療所
     金医226 どもクリニック 横浜市金沢区六浦南２－９－１４常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     六浦診療所２Ｆ (医       1)長　青木　浩之 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095080,227.2 小谷クリニック 〒236-0012 045-781-7889医療法人社団柴健会　小谷　利克 平17. 2. 1内   消   循  診療所
     金医227 横浜市金沢区柴町３４９－１ 常　勤:    3理事長　小谷　利克 移動 呼   小   アレ現存
     (医       3) 平23. 2. 1眼   整外 リウ
     非常勤:   13 皮   神内 放  
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096080,228.0 医療法人　杉本クリニ〒236-0027 045-701-9462医療法人　杉本クリニ杉本　髙士 平18. 3. 9内   小   皮  診療所
     金医228 ック 横浜市金沢区瀬戸３－７ 常　勤:    1ック　理事長　杉本　 移動 現存
     (医       1)髙士 平24. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097080,231.4 竹林眼科 〒236-0057 045-786-1499竹林　英一郎 竹林　英一郎 平 9. 7. 1眼   診療所
     金医231 横浜市金沢区能見台４－４－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098080,232.2 田村クリニック 〒236-0057 045-784-2252田村　壽康 田村　壽康 平 9. 7. 1胃   内   リハ診療所
     金医232 横浜市金沢区能見台４－４－２２常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1099080,234.8 内科　植村医院 〒236-0057 045-788-4888植村　末哉 植村　末哉 平 9. 7. 1内   診療所
     金医234 横浜市金沢区能見台４－４－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100080,235.5 てづか耳鼻咽喉科 〒236-0042 045-783-8780手塚　太一 手塚　太一 平 9. 8.15耳い 診療所
     金医235 横浜市金沢区釜利谷東７－１－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101080,237.1 医療法人社団　六浦診〒236-0038 045-701-9917医療法人社団　六浦診所　正彦 平 9.12. 1内   外   胃  診療所
     金医237 療所 横浜市金沢区六浦南２－９－１４常　勤:    1療所　理事長　所　正 組織変更 小   現存
     (医       1)彦 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102080,238.9 いけがわ医院 〒236-0028 045-782-8235医療法人　愛徳会　理池川　徹 平 9.12. 1内   循   産婦診療所
     金医238 横浜市金沢区洲崎町４－３ 常　勤:    1事長　池川　徹 組織変更 小   現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103080,241.3 富岡皮膚科クリニック〒236-0052 045-773-2212竹川　清 竹川　清 平10. 4. 1皮   診療所
     金医241 横浜市金沢区富岡西７－３－３斉常　勤:    2 新規 現存
     木ビル２階 (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104080,246.2 河本クリニック 〒236-0042 045-788-6603医療法人社団　河本ク河本　和行 平10.11. 1内   神内 精  診療所
     金医246 横浜市金沢区釜利谷東２－１１－常　勤:    1リニック　理事長　河 組織変更 現存
     ３グレース金沢文庫３階 (医       1)本　和行 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105080,249.6 片桐レディースクリニ〒236-0016 045-780-5513片桐　信之 片桐　信之 平11. 4. 1一般         3診療所
     金医249 ック 横浜市金沢区谷津町１５３－３ 常　勤:    1 新規 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平23. 4. 1神   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106080,251.2 稲村クリニック 〒236-0004 045-789-0176稲村　啓二 稲村　啓二 平11. 5.15内   皮   診療所
     金医251 横浜市金沢区福浦２－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107080,252.0 松瀬医院 〒236-0052 045-773-0397松瀨　学 松瀨　学 平11.10. 1内   小   診療所
     金医252 横浜市金沢区富岡西５－５－１４常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108080,255.3 白石クリニック 〒236-0052 045-774-7725白石　一雅 白石　一雅 平11.12. 1内   アレ リハ診療所
     金医255 横浜市金沢区富岡西６－１８－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   125 頁

 1109080,256.1 金沢内科クリニック 〒236-0016 045-787-0221医療法人　金沢内科ク田中　俊一 平11.12. 1内   他   診療所
     金医256 横浜市金沢区谷津町３４１ 常　勤:    3リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       3)中　俊一 平23.12. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110080,257.9 森眼科医院 〒236-0037 045-786-3511医療法人　愛和会　理森　冨喜子 平12. 1. 1眼   診療所
     金医257 横浜市金沢区六浦東２－４－１菊常　勤:    1事長　森　和行 組織変更 現存
     池ビル１０２ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111080,258.7 富岡西クリニック 〒236-0052 045-778-2201若栗　直子 若栗　直子 平12. 1.15胃   外   こう診療所
     金医258 横浜市金沢区富岡西６－１５－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112080,260.3 ヨーダー公子クリニッ〒236-0031 045-782-8457ヨーダー　公子 ヨーダー　公子 平12. 2.15眼   他   診療所
     金医260 ク　眼科・美容皮膚科横浜市金沢区六浦５－１－１１　常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113080,261.1 いそがい眼科クリニッ〒236-0016 045-790-5432磯貝　豊 磯貝　豊 平14. 9.11眼   診療所
     金医261 ク 横浜市金沢区谷津町３４３谷津ク常　勤:    1 移動 現存
     リニックビル４Ｆ (医       1) 平26. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114080,262.9 小澤医院 〒236-0027 045-701-9960小澤　一也 小澤　一也 平12. 6. 2内   循   小  診療所
     金医262 横浜市金沢区瀬戸３－４６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115080,265.2 医療法人社団　厚済会〒236-0016 045-790-8280医療法人社団　厚済会河野　知之 平17.10.10内   診療所
     金医265 　文庫じんクリニック横浜市金沢区谷津町３５ＶＩＣＳ常　勤:    1　理事長　山口　聡 移動 循内　消内　人現存
     ビル (医       1) 平23.10.10透内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116080,268.6 パートリア診療所 〒236-0057 045-790-5731医療法人社団　孝和会菱木　正次 平13. 1.15内   小   ひ  診療所
     金医268 横浜市金沢区能見台東１０－１－常　勤:    1　理事長　柳澤　和孝 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117080,270.2 堀内医院 〒236-0051 045-772-3591堀内　孝一 堀内　孝一 平13. 1.21内   循   診療所
     金医270 横浜市金沢区富岡東５－１９－９常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118080,271.0 大橋耳鼻咽喉科医院 〒236-0031 045-781-9543大橋　校 大橋　校 平13. 4. 1耳い 診療所
     金医271 横浜市金沢区六浦４－１７－２８常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
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 1119080,272.8 藤井整形外科 〒236-0027 045-787-3311藤井　英世 藤井　英世 平13. 5. 1整外 診療所
     金医272 横浜市金沢区瀬戸３－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120080,273.6 上野眼科 〒236-0027 045-787-3330上野　里加 上野　里加 平13. 5. 1眼   診療所
     金医273 横浜市金沢区瀬戸３－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121080,274.4 ふじのクリニック 〒236-0027 045-787-3322藤野　英世 藤野　英世 平13. 5. 1脳外 神内 診療所
     金医274 横浜市金沢区瀬戸３－４５八景メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルビル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122080,276.9 いとう内科クリニック〒236-0051 045-771-2277伊藤　嘉彦 伊藤　嘉彦 平13. 5.15内   消   循  診療所
     金医276 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    1 新規 呼   現存
     長谷川メディカルプラザ富岡２Ｆ(医       1) 平25. 5.15
     －Ｅ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123080,278.5 長島レディースクリニ〒236-0051 045-771-7889長島　 長島　 平13. 5.15一般         1診療所
     金医278 ック 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    1 新規 産婦 ひ   現存
     長谷川メディカルプラザ３Ｆ－Ｉ(医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124080,279.3 はじりペインクリニッ〒236-0037 045-790-3335医療法人社団　はじり羽尻　悦朗 平13. 6. 1麻   リハ 神内診療所
     金医279 ク 横浜市金沢区六浦東３－１－２７常　勤:    1ペインクリニック　理 組織変更 現存
     サウスよこはま３Ｆ，４Ｆ (医       1)事長　羽尻　悦朗 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125080,282.7 産業振興センター診療〒236-0004 045-782-3321医療法人社団　三生会三木　宏城 平13. 8. 1内   外   診療所
     金医282 所 横浜市金沢区福浦１－５－２ 常　勤:    1　理事長　三木　宏城 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126080,283.5 桑原内科クリニック 〒236-0032 045-791-5751桑原　哲夫 桑原　哲夫 平13.10. 1内   消   診療所
     金医283 横浜市金沢区六浦５－２１－３グ常　勤:    1 新規 現存
     リーンプラザ六浦１０６ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127080,284.3 中村整形外科 〒236-0042 045-783-2855医療法人　中村会　理中村　勝年 平14. 1. 1整外 リハ 診療所
     金医284 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－常　勤:    5事長　中村　勝年 組織変更 現存
     ９ (医       5) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128080,286.8 こじま脳神経外科・内〒236-0042 045-791-3177小嶋　康弘 小嶋　康弘 平14. 4. 1脳外 内   リハ診療所
     金医286 科クリニック 横浜市金沢区釜利谷東６－２１－常　勤:    1 新規 整外 放   現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1129080,291.8 医療法人社団辰児会　〒236-0042 045-785-1152医療法人社団　辰児会浅井　義之 平14. 4. 1小   アレ 診療所
     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－常　勤:    1　理事長　浅井　義之 組織変更 現存
     １１高野第２ビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130080,292.6 能見台こどもクリニッ〒236-0053 045-786-2055医療法人　拓　理事長小林　拓也 平18. 5.12小   アレ 内  診療所
     金医292 ク 横浜市金沢区能見台通４－８ 常　勤:    1　小林　拓也 移動 神内 精   現存
     (医       1) 平24. 5.12
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131080,294.2 胃腸科内科・松丸 〒236-0042 045-784-9425松丸　清 松丸　清 平14. 6. 1胃   内   診療所
     金医294 横浜市金沢区釜利谷東２－４－４常　勤:    1 新規 現存
     ＢＯＸカマリヤ２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132080,295.9 小谷医院 〒236-0057 045-773-5551医療法人　小谷医院　小谷　貢 平14. 6. 1内   小   診療所
     金医295 横浜市金沢区能見台３－７－７ 常　勤:    1理事長　小谷　貢 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133080,302.3 横井医院 〒236-0014 045-701-9867横井　春夫 横井　春夫 平15. 2. 4内   胃   放  診療所
     金医302 横浜市金沢区寺前２－１７－２２常　勤:    1 交代 現存
     －１０１ (医       1) 平21. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134080,303.1 ふじわら小児科 〒236-0052 045-773-6333医療法人社団　ふじわ藤原　芳人 平15. 3. 1小   内   アレ診療所
     金医303 横浜市金沢区富岡西１－４８－１常　勤:    1ら小児科　理事長　藤 組織変更 現存
     ２ (医       1)原　芳人 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135080,305.6 迫田産婦人科 〒236-0042 045-783-2200医療法人日伸会　理事迫田　良一 平15. 6. 1一般 診療所
     金医305 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－常　勤:    1長　迫田　良一 組織変更     一般     1現存
     ９クリニックビル２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136080,307.2 池川クリニック 〒236-0035 045-786-1122医療法人社団　池川ク池川　明 平15.11. 1一般         3診療所
     金医307 横浜市金沢区大道２－５－１３ 常　勤:    1リニック　理事長　池 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       1)川　明 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137080,311.4 河合耳鼻咽喉科医院 〒236-0051 045-773-0133河合　敏 河合　敏 平16. 1. 1耳い 診療所
     金医311 横浜市金沢区富岡東５－２０－８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1138080,315.5 並木クリニック 〒236-0005 045-788-0888孟　玲子 孟　玲子 平16. 4.27胃   内   循  診療所
     金医315 横浜市金沢区並木２－９－４ 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平22. 4.27
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139080,316.3 健康あんしんクリニッ〒236-0054 045-791-8488医療法人健應会　理事大山　倫男 平16. 5. 6内   診療所
     金医316 ク 横浜市金沢区堀口１４－７望洋ハ常　勤:    1長　倉島　志八 組織変更 現存
     イツ２Ｆ (医       1) 平22. 5. 6
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140080,318.9 千葉内科・消化器科 〒236-0027 045-787-3300医療法人俊英会　理事千葉　英子 平16. 6. 1内   消   小  診療所
     金医318 横浜市金沢区瀬戸３－４５金沢八常　勤:    1長　千葉　英子 組織変更 放   現存
     景メディカルビル４Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141080,319.7 あい小児科アレルギー〒236-0053 045-787-3005池澤　芳江 池澤　芳江 平16. 6.15小   アレ 皮  診療所
     金医319 科 横浜市金沢区能見台通２４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142080,323.9 グッドハートクリニッ〒236-0016 045-788-4970久慈　直光 久慈　直光 平16.10.15内   循   診療所
     金医323 ク 横浜市金沢区谷津町４１９文庫ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143080,325.4 高橋こどもクリニック〒236-0051 045-775-3111医療法人社団高橋こど髙橋　浩治 平16.12. 1小   アレ 診療所
     金医325 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     長谷川メディカルプラザ富岡２階(医       1)　髙橋　浩治 平22.12. 1
     Ｇ号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144080,326.2 文庫こころのクリニッ〒236-0017 045-783-1000関口　宏 関口　宏 平17. 1. 1精   神   診療所
     金医326 ク 横浜市金沢区西柴３－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145080,327.0 原田クリニック 〒236-0037 045-787-0776医療法人社団結優会　原田　公毅 平17. 1. 1内   小   皮  診療所
     金医327 横浜市金沢区六浦東３－１－２７常　勤:    1理事長　原田　公毅 組織変更 循   現存
     サウスよこはま２Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146080,328.8 せざき整形外科 〒236-0051 045-771-4161医療法人社団　東栄会瀬崎　壮一 平17. 1. 4整外 リハ リウ診療所
     金医328 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    1　理事長　瀬崎　壮一 組織変更 外   皮   内  現存
     長谷川メディカルプラザ富岡３Ｆ(医       1) 平23. 1. 4形外 
     医療棟Ｋ号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1147080,329.6 髙橋医院 〒236-0021 045-781-3055髙橋　一郎 髙橋　一郎 平16.12.20内   外   皮  診療所
     金医329 横浜市金沢区泥亀１－１５－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.12.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148080,330.4 公立大学法人　横浜市〒236-0004 045-787-2800公立大学法人横浜市立平原　史樹 平17. 4. 1一般       612特定機能
     (086,330.8) 立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 常　勤:  580大学　理事長　本多　 交代 結核        16病院
     金医330 (医     552)常髙 平23. 4. 1精神        26現存
     (歯      28) 内   呼   循  
     非常勤:  224 消   精   小  
     (医     217) 外   心外 整外
     (歯       7) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     歯   麻   脳外
     リハ 形外 神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149080,331.2 金沢皮膚科 〒236-0021 045-791-5510川口　博史 川口　博史 平17. 5.15皮   診療所
     金医331 横浜市金沢区泥亀２－８－１２ラ常　勤:    1 新規 現存
     イフモリ６号館１０１号室 (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150080,332.0 医療法人　とみおか診〒236-0051 045-773-7213医療法人　とみおか診関　由紀夫 平17. 6. 1内   外   小  診療所
     金医332 療所 横浜市金沢区富岡東６－１－３ 常　勤:    1療所　理事長　関　由 組織変更 皮   こう 胃  現存
     (医       1)紀夫 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151080,334.6 医療法人社団　あおぞ〒236-0002 045-778-9883医療法人社団　あおぞ野口　道子 平17. 7. 1内   整外 診療所
     金医334 ら会　横浜あおぞらク横浜市金沢区鳥浜町１４－１０ 常　勤:    1ら会　理事長　野口　 組織変更 現存
     リニック (医       1)道子 平23. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152080,335.3 いとうファミリークリ〒236-8652 045-783-5769伊東　祐一 伊東　祐一 平17. 8.15消   皮   小  診療所
     金医335 ニック 横浜市金沢区釜利谷東２－１－１常　勤:    1 新規 内   アレ 現存
     バザール文庫４Ｆ (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153080,337.9 富岡胃腸科肛門科 〒236-0052 045-774-3120影山　裕 影山　裕 平22. 1. 1胃   こう 内  診療所
     金医337 横浜市金沢区富岡西７－４－１６常　勤:    1 移動 外   現存
     小澤ビル１Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154080,338.7 すみれ眼科クリニック〒236-0051 045-778-2277木下　さおり 木下　さおり 平18. 3. 1眼   診療所
     金医338 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    1 新規 現存
     長谷川メディカルプラザ富岡３Ｆ(医       1) 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1155080,339.5 若葉クリニック 〒236-0053 045-791-5667武田　京子 武田　京子 平18. 4. 1神   心内 精  診療所
     金医339 横浜市金沢区能見台通７－２３能常　勤:    1 新規 現存
     見台ハーモニービル３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156080,340.3 すがの内科クリニック〒236-0016 045-788-3636菅野　茂男 菅野　茂男 平18. 4.15内   消   循  診療所
     金医340 横浜市金沢区谷津町１４８－３ 常　勤:    1 新規 呼   心内 精  現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157080,341.1 かとう整形外科クリニ〒236-0005 045-773-7311医療法人社団　岳　理加藤　信岳 平18. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     金医341 ック 横浜市金沢区並木１－１７－１ 常　勤:    1事長　加藤　信岳 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158080,343.7 たかさき内科 〒236-0052 045-773-8001医療法人社団　にしう髙﨑　泉 平18. 5. 1内   循   診療所
     金医343 横浜市金沢区富岡西２－３－１野常　勤:    1ら会　理事長　髙﨑　 組織変更 現存
     本ビル１Ｆ (医       1)泉 平24. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159080,345.2 ふじもと小児クリニッ〒236-0043 045-791-7211医療法人社団　慶昌会藤本　昌敏 平18.11. 1小   診療所
     金医345 ク 横浜市金沢区大川７－６－１２６常　勤:    1　理事長　藤本　昌敏 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160080,346.0 南横浜ホームケアクリ〒236-0053 045-780-3520宗石　賢治 宗石　賢治 平19. 2. 1内   リハ 診療所
     金医346 ニック 横浜市金沢区能見台通３－１５　常　勤:    1 新規 現存
     ステイションピア能見台２Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161080,347.8 金沢あおぞらクリニッ〒236-0043 045-787-3331医療法人社団　英信会花田　貴信 平19. 4. 1内   アレ 消  診療所
     金医347 ク 横浜市金沢区大川７－６－１２５常　勤:    1　理事長　花田　貴信 組織変更 呼   循   整外現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162080,348.6 谷本整形外科 〒236-0031 045-791-3762医療法人社団　真和会谷本　真 平19. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     金医348 横浜市金沢区六浦５－１－１１ 常　勤:    1　理事長　谷本　真 組織変更 形外 内   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163080,351.0 篠田医院 〒236-0005 045-781-7777医療法人社団　誠医会篠田　慎太郎 平19.11.15内   外   小  診療所
     金医351 横浜市金沢区並木３－８－１ 常　勤:    2　理事長　篠田　慎太 組織変更 整外 呼   胃  現存
     (医       2)郎 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1164080,352.8 花クリニック 〒236-0016 045-701-3175医療法人財団　敬愛会矢花　眞知子 平19.12. 1内   診療所
     金医352 横浜市金沢区谷津町３８４金沢文常　勤:    1　理事長　中村　康彦 組織変更 現存
     庫京急ビル４Ｆ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165080,354.4 打越メディカルクリニ〒236-0057 045-770-6868 平20. 4. 1内   呼   診療所
     金医354 ック 横浜市金沢区能見台１－３３－６常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166080,355.1 星空クリニック 〒236-0042 045-489-3602水原　浩 水原　浩 平23.10.31内   婦   外  診療所
     金医355 横浜市金沢区釜利谷東３－１－３常　勤:    1 移動 他   現存
     金沢文庫第２金井ビル３Ｆ (医       1) 平23.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167080,356.9 金沢文庫エールクリニ〒236-0021 045-790-1062藤原　修一郎 藤原　修一郎 平20. 5. 1心内 診療所
     金医356 ック 横浜市金沢区泥亀１－１７－２０常　勤:    2 新規 現存
     　文庫太平ビル２Ｆ (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168080,359.3 庄司内科・呼吸器科ク〒236-0042 045-790-3220医療法人　庄司会　理庄司　晃 平20. 7. 1内   呼内 外  診療所
     金医359 リニック 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－常　勤:    2事長　庄司　晃 組織変更 消内 現存
     ３２トライアンジュ文庫３Ｆ (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169080,360.1 長島眼科医院 〒236-0035 045-308-6508長島　孝 長島　孝 平20. 8. 1眼   診療所
     金医360 横浜市金沢区大道２－２７－１３常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170080,361.9 とみやま内科クリニッ〒236-0031 045-790-1380冨山　昌一 冨山　昌一 平20. 8.15内   他   診療所
     金医361 ク 横浜市金沢区六浦１－１－７ライ常　勤:    1 新規 現存
     ブピア金沢八景２階 (医       1) 平26. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171080,362.7 泉福レディースクリニ〒236-0058 045-790-1330泉福　明子 泉福　明子 平21. 6. 1産婦 診療所
     金医362 ック 横浜市金沢区能見台東１－７Ｋ－常　勤:    1 新規 現存
     ＳＱＵＡＲＥビル２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172080,363.5 能見台医院 〒236-0053 045-781-6622田川　崇正 田川　崇正 平21. 8. 1耳い アレ 診療所
     金医363 横浜市金沢区能見台通１７－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1173080,364.3 神奈川県立循環器呼吸〒236-0051 045-701-9581地方独立行政法人神奈中沢　明紀 平22. 4. 1一般       179地域支援
     (086,364.7) 器病センター 横浜市金沢区富岡東６－１６－１常　勤:   50川県立病院機構　理事 交代 結核        60病院
     金医364 (医      50)長　土屋　了介 平22. 4. 1呼外 心外 放  現存
     非常勤:   34 麻   歯   他  
     (医      31)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174080,365.0 かわなこどもクリニッ〒236-0014 045-350-6277医療法人社団　育伸会川名　伸子 平22.10. 1小   アレ 診療所
     金医365 ク 横浜市金沢区寺前１－９－３　竹常　勤:    1　理事長　川名　伸子 交代 現存
     内マンション　１Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175080,367.6 かわぐち皮フ科 〒236-0053 045-781-4112医療法人　わかば会　川口　とし子 平23. 2. 1皮   診療所
     金医367 横浜市金沢区能見台通２５－２８常　勤:    1理事長　川口　とし子 交代 現存
     　１Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176080,368.4 おのせメンタルクリニ〒236-0016 045-783-8688小野瀬　雅也 小野瀬　雅也 平23. 4. 1精   心内 診療所
     金医368 ック 横浜市金沢区谷津町３４３　谷津常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル５Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177080,369.2 グリーン耳鼻咽喉科 〒236-0021 045-370-7387堀内　長一 堀内　長一 平23. 4. 1耳い 診療所
     金医369 横浜市金沢区泥亀２－５－１　ユ常　勤:    1 新規 現存
     ニオンセンター１Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178080,370.0 あかり木診療所 〒236-0015 045-781-8830石井　治彦 石井　治彦 平23. 5. 1内   小   外  診療所
     金医370 横浜市金沢区金沢町１８４－１９常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179080,371.8 京浜健診クリニック 〒236-0026 045-782-3222小幡　進一郎 小幡　進一郎 平23.11. 6内   他   診療所
     金医371 横浜市金沢区柳町３－９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180080,372.6 能見台眼科 〒236-0058 045-374-3331安西　理 安西　理 平24. 2. 1眼   診療所
     金医372 横浜市金沢区能見台東３－１イト 新規 現存
     ーヨーカドー能見台店３Ｆ 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181080,373.4 樹診療所 〒236-0052 045-772-6780山田　朋樹 山田　朋樹 平24. 5. 1精   心内 診療所
     金医373 横浜市金沢区富岡西２－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     鈴木ビル３Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1182080,374.2 八景耳鼻咽喉科 〒236-0027 045-787-1133松田　秀樹 松田　秀樹 平24. 6. 1耳い 診療所
     金医374 横浜市金沢区瀬戸３－４５八景メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルビル６Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183080,375.9 医療法人　悠生会　つ〒236-0053 045-790-3676医療法人　悠生会　理角田　誠之 平24. 5. 1内   アレ 他  診療所
     金医375 のだ医院 横浜市金沢区能見台通１－２白樺常　勤:    1事長　角田　誠之 交代 現存
     第一ビル３Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184080,376.7 医療法人社団協友会　〒236-0005 045-788-0031医療法人社団協友会　香中　伸一郎 平24. 9. 1一般        80病院
     金医376 横浜なみきリハビリテ横浜市金沢区並木２－８－１ 常　勤:   11理事長　中村　康彦 移動 療養       144現存
     ーション病院 (医      11) 平24. 9. 1内   神内 整外
     非常勤:   13 脳外 皮   リハ
     (医      13) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185080,377.5 上岡医院 〒236-0052 045-775-3737医療法人Ｍ＆Ｈ敬愛会上岡　博史 平24.12. 1内   小   皮  診療所
     金医377 横浜市金沢区富岡西６－１６－１常　勤:    1　理事長　上岡　博史 交代 他   現存
     １ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186080,378.3 きくち内科クリニック〒236-0033 045-785-3222菊地　泰介 菊地　泰介 平25. 5. 1内   他   診療所
     金医378 横浜市金沢区東朝比奈２－２０－常　勤:    2 交代 現存
     ８ (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187080,379.1 川畑内科クリニック 〒236-0016 045-791-3337医療法人社団川畑内科川畑　和人 平25. 5. 1内   小   アレ診療所
     金医379 横浜市金沢区谷津町３４３谷津ク常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 他   現存
     リニックビル２Ｆ (医       1)川畑　和人 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188081,000.2 医療法人社団ありさ会〒236-0042 045-791-5570医療法人社団ありさ会平出　明 平26. 4. 1内   小   アレ診療所
     金医1000 　金沢白百合クリニッ横浜市金沢区釜利谷東７－２３－常　勤:    2　理事長　平出　明 交代 消内 現存
     ク ２３ (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189081,001.0 大成整形外科クリニッ〒236-0016 045-785-5521医療法人社団盛徳会　大成　克弘 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     金医1001 ク 横浜市金沢区谷津町３６４金沢文常　勤:    1理事長　大成　克弘 交代 現存
     庫ビル１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1190081,002.8 金沢文庫アイクリニッ〒236-0042 045-780-5252樋口　亮太郎 樋口　亮太郎 平26. 7. 1眼   診療所
     金医1002 ク 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－常　勤:    1 新規 現存
     ３２ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191081,003.6 並木小磯診療所 〒236-0005 045-770-1191医療法人社団小磯診療安崎　弘晃 平26. 8. 1内   診療所
     金医1003 横浜市金沢区並木１－１７－１金常　勤:    1所　理事長　磯崎　哲 新規 現存
     沢センターシーサイド１０１ (医       1)男 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192081,004.4 あい皮ふ科　アレルギ〒236-0027 045-788-3335池澤　善郎 池澤　善郎 平26. 8. 1皮   アレ 診療所
     金医1004 ー科 横浜市金沢区瀬戸１７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193081,005.1 能見台きづなクリニッ〒236-0053 045-780-3270服部　英明 服部　英明 平26.11. 1内   診療所
     金医1005 ク 横浜市金沢区能見台通３－１アサ常　勤:    1 新規 現存
     ヒビル３０１ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194090,025.8 眼科藤田医院 〒222-0001 藤田　佑太郎 藤田　佑太郎 昭32.10.20眼   診療所
     港医25 横浜市港北区樽町３０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195090,141.3 日吉医院 〒223-0062 045-561-3804日吉　絢子 日吉　絢子 平 6. 6.28内   小   皮  診療所
     港医141 横浜市港北区日吉本町４－１５－常　勤:    1 移動 現存
     １１ (医       1) 平24. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196090,149.6 産科婦人科小林医院 〒223-0062 045-561-4740小林　勇 小林　勇 昭57.11. 2一般         7診療所
     港医149 横浜市港北区日吉本町１ー６ー２常　勤:    1 産   婦   現存
     ７ (医       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197090,177.7 南日吉団地診療所 〒223-0062 045-561-3905若林　玲 若林　玲 昭39.11. 1内   小   診療所
     港医177 横浜市港北区日吉本町４－１０－常　勤:    1 現存
     ５０ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198090,178.5 小田医院 〒223-0058 045-531-1266小田　忠良 小田　忠良 昭39.12.15内   診療所
     港医178 横浜市港北区新吉田東４－９－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1199090,198.3 小机診療所 〒222-0036 045-471-9696中島　幹恵 中島　幹恵 昭41. 9.15内   小   診療所
     港医198 横浜市港北区小机町１４５１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200090,270.0 八木医院 〒223-0062 045-561-2095八木　光 八木　光 平元. 6. 1内   小   診療所
     港医270 横浜市港北区日吉本町１－１－６ 現存
     平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201090,274.2 小島胃腸科外科クリニ〒222-0011 045-432-3359小島　満 小島　満 昭45. 5. 1胃   外   診療所
     港医274 ック 横浜市港北区菊名７－８－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202090,277.5 里見医院 〒222-0037 045-543-1551里見　智正 里見　智正 昭45. 5. 1内   小   放  診療所
     港医277 横浜市港北区大倉山３－１－５ 常　勤:    1 外   産婦 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203090,285.8 大塚医院 〒223-0064 045-563-2291大塚　慶子 大塚　慶子 昭47. 1.15内   小   胃  診療所
     港医285 横浜市港北区下田町４－９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204090,286.6 斉藤医院 〒222-0011 045-401-1653斉藤　忠徳 斉藤　忠徳 昭47. 3.15内   診療所
     港医286 横浜市港北区菊名５－１７－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205090,293.2 梅津耳鼻咽喉科医院 〒223-0058 045-542-8733梅津　浄子 梅津　浄子 昭48. 6.15耳い 診療所
     港医293 横浜市港北区新吉田東５－６４－ 現存
     ２３ 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206090,298.1 嶋田医院 〒222-0002 045-543-2015嶋田　幸三 嶋田　幸三 昭49. 7. 1内   胃   外  診療所
     港医298 横浜市港北区師岡町仲ケ谷４９８常　勤:    1 放   麻   現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207090,303.9 横浜市港北区医師会　〒222-0011 045-433-2311一般社団法人　横浜市内藤　英二 昭50. 4. 1内   小   診療所
     港医303 港北区休日急患診療所横浜市港北区菊名４－４－２２ 常　勤:    1港北区医師会　理事長 現存
     (医       1)　内藤　英二 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208090,312.0 吉野医院 〒222-0036 045-473-0119吉野　泰二 吉野　泰二 平 2.11.13内   小   皮  診療所
     港医312 横浜市港北区小机町２９０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209090,328.6 古川整形外科医院 〒223-0062 045-561-2372古川　省三 古川　省三 昭54. 1. 5内   整外 皮  診療所
     港医328 横浜市港北区日吉本町２－５９－常　勤:    1 リハ 放   現存
     １５ (医       1) 平24. 1.15
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 1210090,334.4 大石医院 〒223-0064 045-563-8090大石　禮子 大石　禮子 平元.11.25皮   診療所
     港医334 横浜市港北区下田町６－１５－３常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平22.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211090,337.7 大塚内科小児科クリニ〒223-0053 045-543-3303大塚　雄三 大塚　雄三 平12. 5. 1内   小   呼  診療所
     港医337 ック 横浜市港北区綱島西５－２－１０常　勤:    1 移動 アレ 放   現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212090,348.4 サンフラワー新港北病〒222-0022 045-431-4114島倉　康守 島倉　康守 昭57.10. 1療養        27病院
     港医348 院 横浜市港北区篠原東２－１５－３常　勤:    2 内   外   循  療養病床
     ５ (医       2) 平24.10. 1こう 皮   リハ現存
     非常勤:    1 放   他   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213090,351.8 日吉皮膚科クリニック〒223-0062 045-562-0041石橋　芳男 石橋　芳男 昭59. 4.15皮   診療所
     港医351 横浜市港北区日吉本町１－２４－常　勤:    1 現存
     ５ドエル日吉２０１号 (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214090,358.3 整形外科　加々美クリ〒222-0037 045-546-1315加々美　健一 加々美　健一 昭62. 2. 1整外 リハ 麻  診療所
     港医358 ニック 横浜市港北区大倉山１－１７－１常　勤:    1 現存
     ３第２前川ビル１Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215090,364.1 益田医院 〒222-0031 045-531-3707益田　泰子 益田　泰子 昭62. 7. 7内   小   外  診療所
     港医364 横浜市港北区太尾町１３５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216090,366.6 青木内科クリニック 〒223-0062 045-562-9110青木　昭子 青木　昭子 昭62.10.15内   診療所
     港医366 横浜市港北区日吉本町２－４－１常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217090,371.6 内堀医院 〒223-0058 045-546-1006内堀　陽二 内堀　陽二 昭63. 3. 1内   小   皮  診療所
     港医371 横浜市港北区新吉田東５－７６－常　勤:    1 現存
     １０ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218090,379.9 大川小児クリニック 〒223-0052 045-546-1071大川　尚美 大川　尚美 昭63.10. 1小   診療所
     港医379 横浜市港北区綱島東２－１２－１常　勤:    1 現存
     ９　福島ビル１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219090,380.7 菊名整形外科 〒222-0011 045-401-0305渡部　成城 渡部　成城 昭63.11. 5外   整外 皮  診療所
     港医380 横浜市港北区菊名６－１３－５３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1220090,392.2 医療法人社団　清水医〒222-0011 045-431-8425医療法人社団清水医院清水　眞一 平元. 7. 1一般    診療所
     港医392 院 横浜市港北区菊名３－２１－１０常　勤:    1　理事長　清水　眞一 内   小   外  現存
     (医       1) 平22. 7. 1皮   リハ 
     消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221090,393.0 新吉田医院 〒223-0056 045-593-0127医療法人社団新吉田医東　澄雄 平元. 7. 1内   循   小  診療所
     港医393 横浜市港北区新吉田町３６２２－常　勤:    1院　理事長　東　澄雄 皮   現存
     ３ (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222090,394.8 ひよし眼科 〒223-0062 045-562-5331石原　広文 石原　広文 平元. 8. 1眼   診療所
     港医394 横浜市港北区日吉本町１－４－１常　勤:    1 現存
     ８　平林ビル１Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223090,395.5 新横浜クリニック 〒222-0037 045-541-0830医療法人社団大光良美斉藤　光憲 平元. 8. 1耳い 気食 診療所
     港医395 横浜市港北区大倉山１－１８－２常　勤:    1　理事長　斉藤　光憲 休止
     ０ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224090,396.3 佳久医院 〒223-0061 045-562-0500医療法人社団佳久医院佳久　稔 平元. 8. 1耳い 内   小  診療所
     (096,396.7) 横浜市港北区日吉２丁目９番２３常　勤:    2　理事長　佳久　稔 歯   矯歯 小歯現存
     港医396 号 (医       1) 平22. 8. 1歯外 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225090,397.1 藤田皮フ科 〒223-0053 045-541-4851医療法人藤田皮フ科　藤田　敬一 平元. 8. 1皮   診療所
     港医397 横浜市港北区綱島西１－８－３　常　勤:    1理事長　藤田　敬一 現存
     ウシヤマビル２Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226090,398.9 小野皮フ科 〒222-0032 402-4468 小野　真理子 小野　真理子 平元.10. 1皮   診療所
     港医398 横浜市港北区大豆戸町２１２－１常　勤:    1 現存
     　ラ・グランデ菊名１Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227090,401.1 医療法人社団　荻原医〒222-0037 045-531-3195医療法人社団　荻原医荻原　泰 平元.11. 1内   診療所
     港医401 院 横浜市港北区大倉山３－７－１７常　勤:    1院　理事長　荻原　泰 消内 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228090,402.9 志村整形外科医院 〒222-0037 045-531-1003医療法人社団志村整形志村　幸孝 平元.11. 1整外 リハ 診療所
     港医402 横浜市港北区大倉山３－４５－１常　勤:    2外科医院　理事長　志 現存
     ４ (医       2)村　幸孝 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1229090,403.7 医療法人社団　桜井産〒223-0062 045-563-6311医療法人社団　桜井産徳山　真弓 平元.11. 1産婦 小   診療所
     港医403 婦人科 横浜市港北区日吉本町１－２９－常　勤:    1婦人科　理事長　徳山 現存
     １６ (医       1)　真弓 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230090,405.2 養神小児科医院 〒222-0032 045-546-6785神岡　英機 神岡　英機 平元.12.15小   診療所
     港医405 横浜市港北区大豆戸町９１４－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231090,406.0 南澤医院 〒223-0061 045-561-5413医療法人社団南澤医院南澤　康介 平元.12. 1内   循   小  診療所
     港医406 横浜市港北区日吉１－２－１６ 常　勤:    2　理事長　南澤　康介 消   現存
     (医       2) 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232090,410.2 ＹＯＵヒフ科クリニッ〒223-0062 045-561-8300新井　健男 新井　健男 平 2. 4. 1小   外   小外診療所
     港医410 ク 横浜市港北区日吉本町１－２１－常　勤:    1 皮   現存
     ９　小島ビル３階 (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233090,411.0 笹野眼科 〒222-0037 045-541-1759笹野　泰史 笹野　泰史 平 2. 6. 1眼   診療所
     港医411 横浜市港北区大倉山３－２－３３常　勤:    1 現存
     　大倉屋ビル２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234090,414.4 田中耳鼻咽喉科医院 〒223-0063 045-531-2784田中　博 田中　博 平 2.11. 1耳い 診療所
     港医414 横浜市港北区高田東４－２－１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235090,416.9 医療法人社団　藤塚外〒223-0057 045-543-3781医療法人社団藤塚外科藤塚　和光 平 3. 1. 1外   整外 皮  診療所
     港医416 科胃腸科 横浜市港北区新羽町２８７２ 常　勤:    1胃腸科　理事長　藤塚 内   他   現存
     (医       1)　和光 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236090,421.9 妙蓮寺眼科 〒222-0011 045-421-8422湯田　順子 湯田　順子 平 3. 5.28眼   診療所
     港医421 横浜市港北区菊名１－３－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1237090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 045-474-8111独立行政法人労働者健西川　哲男 平 3. 6.15一般       650地域支援
     (096,422.1) 康福祉機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ 常　勤:  262康福祉機構　理事長　 内   精   心内病院
     港医422 病院 (医     255)武谷　雄二 平24. 6.15神内 リウ 小  現存
     (歯       7) 外   整外 形外
     非常勤:    2 脳外 心外 皮  
     (医       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 麻  
     歯   歯外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238090,425.0 佐々木内科クリニック〒223-0064 045-564-4776佐々木　賢二 佐々木　賢二 平 3.12. 1内   呼   消  診療所
     港医425 横浜市港北区下田町２－１６－５常　勤:    1 循   小   現存
     ４ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239090,428.4 かわのクリニック 〒223-0057 045-547-1155河野　彰文 河野　彰文 平 4. 3.15内   消   外  診療所
     港医428 横浜市港北区新羽町１６２５ 常　勤:    1 皮   ひ   こう現存
     (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240090,429.2 松村整形外科 〒223-0057 045-547-1212松村　研三 松村　研三 平 4. 3.15整外 リハ 診療所
     港医429 横浜市港北区新羽町１６２５ 現存
     平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241090,431.8 植田眼科クリニック 〒222-0023 045-423-8665植田　達子 植田　達子 平 4. 7. 1眼   診療所
     港医431 横浜市港北区仲手原２－１－２０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242090,435.9 エンゼル小児科医院 〒223-0061 045-561-3104藤田　倫成 藤田　倫成 平 4. 8.15内   循   小  診療所
     港医435 横浜市港北区日吉２－９－５ 常　勤:    1 皮   放   アレ現存
     (医       1) 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243090,445.8 進藤内科医院 〒222-0037 045-542-1020進藤　秀雄 進藤　秀雄 平 6. 5. 1内   小   診療所
     港医445 横浜市港北区大倉山３－２３－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244090,446.6 新横浜形成クリニック〒222-0033 045-471-2228岩波　正陽 岩波　正陽 平10. 7. 3形外 美外 皮  診療所
     港医446 横浜市港北区新横浜２－１７－１常　勤:    1 移動 現存
     １アイシスプラザ２Ｆ (医       1) 平22. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245090,451.6 山田医院 〒222-0032 045-421-5452山田　泰志 山田　泰志 平16.11. 5内   小   診療所
     港医451 横浜市港北区大豆戸町２１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246090,453.2 葛西クリニック 〒222-0011 045-433-3535葛西　浩史 葛西　浩史 平 5.10.15内   精   診療所
     港医453 横浜市港北区菊名４－２－６江藤常　勤:    1 新規 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平23.10.15
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 1247090,454.0 医療法人社団　臣友会〒222-0026 045-433-6307医療法人社団　臣友会山前　正臣 平 5.11. 1内   小   放  診療所
     港医454 　新横浜山前クリニッ横浜市港北区篠原町１２５６ 常　勤:    1　理事長　山前　正臣 組織変更 リウ 現存
     ク (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248090,458.1 アモルクリニック 〒222-0033 045-475-1000児島　孝久 児島　孝久 平12. 3. 2産婦 診療所
     港医458 横浜市港北区新横浜３－２０－３常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249090,460.7 末木耳鼻咽喉科医院 〒222-0037 045-545-3387末木　義人 末木　義人 平 6. 7. 1耳い 診療所
     港医460 横浜市港北区大倉山３－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250090,465.6 八木クリニック 〒222-0011 045-423-2223八木　康之 八木　康之 平 6.10. 1内   循   アレ診療所
     港医465 横浜市港北区菊名６－１２－１２常　勤:    1 新規 呼   現存
     金子ビル３０１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251090,468.0 大倉山内科クリニック〒222-0037 045-543-8711北田　守 北田　守 平 6.12.15内   循   呼  診療所
     港医468 横浜市港北区大倉山１－１２－１常　勤:    1 新規 消   リハ 現存
     ８　Ｆ・ラ・ポッシュ２階 (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252090,469.8 高見澤クリニック 〒223-0062 045-563-9586高見澤　重教 高見澤　重教 平 7. 1. 1皮   ひ   診療所
     港医469 横浜市港北区日吉本町１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     ５高見沢ビル２ＦＢ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253090,475.5 広岡クリニック 〒223-0052 045-531-8411医療法人社団　孝和　廣岡　清伸 平 7. 6. 1精   心内 内  診療所
     港医475 横浜市港北区綱島東１－５－６ボ常　勤:    1理事長　廣岡　清伸 組織変更 現存
     ヌール綱島３Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254090,476.3 三保耳鼻咽喉科 〒222-0037 045-545-8711三保　仁 三保　仁 平 7. 6.15耳い 診療所
     港医476 横浜市港北区大倉山３－２６－６常　勤:    2 新規 現存
     　三保クリニックビル１Ｆ (医       2) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255090,478.9 柴田内科 〒222-0031 045-547-2125柴田　洋一 柴田　洋一 平 7. 6.15内   神内 診療所
     港医478 横浜市港北区大倉山３－２６－６常　勤:    1 新規 現存
     三保クリニックビル２Ｆ (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256090,480.5 きくな湯田眼科 〒222-0011 045-435-3755医療法人社団　湯田医湯田　兼次 平 7.11.16眼   診療所
     港医480 横浜市港北区菊名４－２－７ 院　理事長　湯田　兼 組織変更 現存
     次 平22.11.16
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 1257090,481.3 医療法人　則友会　則〒223-0062 045-563-3032医療法人　則友会　理則末　榮己 平 7.12. 1循   内   呼  診療所
     港医481 末循環器内科医院 横浜市港北区日吉本町１－２４－常　勤:    1事長　則末　榮己 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258090,483.9 大沼クリニック 〒222-0037 045-547-5353大沼　かおる 大沼　かおる 平 8. 3. 1内   小   脳外診療所
     港医483 横浜市港北区大倉山３－３－３２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259090,485.4 さいだ耳鼻咽喉科気管〒222-0037 045-546-6663齋田　晴仁 齋田　晴仁 平 8. 4.15耳い 気食 診療所
     港医485 食道科クリニック 横浜市港北区大倉山３－４２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６　大倉山ガーデンシティー１Ｆ(医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260090,486.2 はま眼科 〒223-0065 045-547-3946羽磨　隆士 羽磨　隆士 平 8. 4.15眼   診療所
     港医486 横浜市港北区高田東３－１０－６常　勤:    1 新規 現存
     モンテローザ高田Ⅰ　ＮＯ．７ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261090,487.0 菊名耳鼻咽喉科医院 〒222-0011 045-401-7731澤木　誠司 澤木　誠司 平 8. 5. 1耳い 診療所
     港医487 横浜市港北区菊名６－３－２２西常　勤:    1 新規 現存
     山ビル２階 (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262090,488.8 大倉山皮膚科クリニッ〒222-0037 045-544-1817医療法人社団　東雲会馬場　恵美 平 8. 5.20皮   診療所
     港医488 ク 横浜市港北区大倉山１－２９－１常　勤:    1　理事長　馬場　恵美 組織変更 現存
     １ (医       1) 平23. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263090,489.6 中野こどもクリニック〒222-0012 045-434-6500医療法人社団　中野こ中野　康伸 平17. 5. 2小   内   皮  診療所
     港医489 横浜市港北区富士塚１－１－１ 常　勤:    1どもクリニック　理事 移動 アレ 現存
     (医       1)長　中野　康伸 平23. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264090,491.2 医療法人　つなしま眼〒223-0053 045-531-7132医療法人つなしま眼科薗田　潤吉 平12. 4. 1眼   診療所
     港医491 科 横浜市港北区綱島西２－１３－９常　勤:    1　理事長　薗田　潤吉 移動 現存
     ヴィラ綱島１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265090,493.8 佐藤内科医院 〒223-0061 045-561-0268医療法人　峰和会　理佐藤　文比古 平 8.11. 1内   小   診療所
     港医493 横浜市港北区日吉５－１５－４５常　勤:    1事長　佐藤　雅彦 組織変更 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266090,494.6 福島外科クリニック 〒223-0052 045-531-0344医療法人　福医会　理福島　弘毅 平 8.11. 1外   整外 形外診療所
     港医494 横浜市港北区綱島東２－１２－１常　勤:    1事長　福島　弘毅 組織変更 胃   現存
     ９ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1267090,495.3 椎橋医院 〒222-0032 045-401-9092医療法人社団　椎橋医椎橋　俊介 平11. 4. 6内   小   循  診療所
     港医495 横浜市港北区大豆戸町２００菊名常　勤:    1院　理事長　椎橋　俊 移動 消   現存
     レジデンシアプラザ１０１ (医       1)介 平23. 4. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268090,496.1 医療法人社団　山下小〒223-0053 045-545-1910医療法人社団　山下小山下　誠夫 平 9. 4. 1小   内   診療所
     港医496 児科クリニック 横浜市港北区綱島西１－１３－１常　勤:    1児科クリニック　理事 組織変更 現存
     ６ (医       1)長　山下　誠夫 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269090,497.9 菊名記念病院 〒222-0011 045-402-7111医療法人　五星会　理中山　宏幸 平 9. 4. 1一般       218地域支援
     港医497 横浜市港北区菊名４－４－２７ 常　勤:   47事長　山本　登 組織変更 内   アレ 外  病院
     (医      47) 平24. 4. 1整外 脳外 心外現存
     非常勤:  141 皮   ひ   放  
     (医     141) 麻   精   婦  
     神内 リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270090,498.7 シブヤ　チャイルド　〒222-0037 045-542-6915三澤　順子 三澤　順子 平 9. 7. 1小   診療所
     港医498 クリニック 横浜市港北区大倉山３－５６－２常　勤:    1 新規 現存
     ２　ナビウス大倉山１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271090,499.5 小泉クリニック 〒223-0052 045-548-1717小泉　昌昭 小泉　昌昭 平 9. 9. 1内   循   小  診療所
     港医499 横浜市港北区綱島東２－１３－１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ４ＭＫマンション第５－１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272090,503.4 日横クリニック 〒223-0062 045-563-4115医療法人　向日葵会　鈴木　悦朗 平 9.12. 1内   小   診療所
     港医503 横浜市港北区日吉本町１－２０－常　勤:    1理事長　鈴木　悦朗 組織変更 現存
     １６日吉教養センタービル２階 (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273090,505.9 大倉山レディースクリ〒222-0037 045-545-5251医療法人社団　大倉山松﨑　祐治 平 9.12. 1産婦 内   診療所
     港医505 ニック 横浜市港北区大倉山３－４－３１常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 現存
     　ヒルズ・カモ１Ｆ (医       1)　理事長　松﨑　祐治 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274090,506.7 星川耳鼻咽喉科 〒222-0012 045-435-1287医療法人社団　星川耳星川　智英 平10. 1. 1耳い 診療所
     港医506 横浜市港北区富士塚１－１－９　常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　星 組織変更 現存
     (医       1)川　智英 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275090,507.5 浅木クリニック 〒222-0011 045-401-8222医療法人社団　浅木ク淺木　信一郎 平10. 1. 1内   整外 外  診療所
     港医507 横浜市港北区菊名１－４－２ 常　勤:    1リニック　理事長　淺 組織変更 リハ 消   皮  現存
     (医       1)木　信一郎 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1276090,511.7 医療法人社団　善方会〒222-0036 045-472-8688医療法人社団　善方会善方　學 平10. 6. 1一般        16診療所
     港医511 　よしかた産婦人科 横浜市港北区小机町２４３０ 常　勤:    1　理事長　善方　菊夫 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277090,512.5 えびすクリニック 〒223-0053 045-546-8611医療法人社団　健陽会惠比須　享 平10. 6. 1消   内   リハ診療所
     港医512 横浜市港北区綱島西２－７－２第常　勤:    1　理事長　惠比須　享 組織変更 現存
     ７吉田ビル２・３Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278090,514.1 露木クリニック 〒222-0012 045-401-6633医療法人社団　三正会露木　建 平10. 7. 1内   外   胃  診療所
     港医514 横浜市港北区富士塚１－１１－３常　勤:    2　理事長　露木　建 組織変更 こう 眼   現存
     ９ (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279090,516.6 小川医院 〒222-0025 045-431-7774小川　勇 小川　勇 平10. 9. 1心内 内   診療所
     港医516 横浜市港北区篠原西町２－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280090,522.4 中森皮フ科クリニック〒223-0057 045-549-5530中森　三千代 中森　三千代 平11. 4. 1皮   診療所
     港医522 横浜市港北区新羽町１６７１イー常　勤:    1 新規 現存
     グル１Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281090,525.7 石井心療内科 〒222-0012 045-433-1420石井　宣彦 石井　宣彦 平11. 6. 1心内 神   精  診療所
     港医525 横浜市港北区富士塚１－１４－２常　勤:    1 新規 内   現存
     ８ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282090,528.1 医療法人社団　白山会〒222-0033 045-476-9009医療法人社団　白山会陶　陽 平11. 7. 1耳い アレ 診療所
     港医528 　新川新横浜クリニッ横浜市港北区新横浜２－６－１３常　勤:    2　理事長　新川　樹一 組織変更 現存
     ク 新横浜ステーションビル２Ｆ (医       2)郎 平23. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283090,529.9 三橋整形外科 〒222-0013 045-439-5851三 　孝之 三 　孝之 平11. 7.15整外 リハ 診療所
     港医529 横浜市港北区錦が丘１６－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284090,532.3 医療法人　すこやか　〒223-0063 045-592-5557医療法人　すこやか　荏原　光夫 平11.11. 1一般        60病院
     港医532 高田中央病院 横浜市港北区高田町西２－６－５常　勤:    6理事長　荏原　光夫 組織変更 内   外   こう現存
     (医       6) 平23.11. 1脳外 整外 形外
     非常勤:    3 リハ 麻   他  
     (医       3)
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 1285090,534.9 ウェルケアクリニック〒223-0056 045-271-4156医療法人社団　裕正会小野寺　直樹 平11.12.15内   神内 診療所
     港医534 横浜市港北区新吉田町６０２８－常　勤:    3　理事長　脇田　正実 新規 現存
     １ (医       3) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286090,535.6 カメリア診療所 〒223-0057 045-532-1080医療法人　寛栄会　理本間　正和 平11.12.15内   心内 精  診療所
     港医535 横浜市港北区新羽町４０７６－５常　勤:    1事長　石田　寛 新規 現存
     (医       1) 平23.12.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287090,539.8 宮内皮フ科 〒223-0062 045-560-3436宮内　裕子 宮内　裕子 平12. 3.15皮   診療所
     港医539 横浜市港北区日吉本町１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ６日吉ソシアルビル２Ｆ (医       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288090,542.2 岸根公園皮膚科 〒222-0026 045-439-7511宮川　加奈太 宮川　加奈太 平12. 5. 1皮   診療所
     港医542 横浜市港北区篠原町１１２９岸根常　勤:    1 新規 現存
     公園駅前ＵＵビル２０３ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289090,543.0 なみき内科クリニック〒222-0026 045-430-3005並木　雅彦 並木　雅彦 平12. 5.15内   呼   循  診療所
     港医543 横浜市港北区篠原町１１２９岸根常　勤:    1 新規 小   現存
     公園駅前ＵＵビル２Ｆ２０２ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290090,545.5 斉藤小児科心とからだ〒223-0065 045-531-3574齋藤　富美子 齋藤　富美子 平12. 6. 1小   アレ 精  診療所
     港医545 のクリニック 横浜市港北区高田東１－２５－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291090,546.3 石川整形外科 〒223-0062 045-561-8228医療法人社団　心雅会石川　雅人 平12. 6. 1整外 リハ 診療所
     港医546 横浜市港北区日吉本町１－１５－常　勤:    1　理事長　石川　雅人 組織変更 現存
     ４アールエスビル (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292090,549.7 川野内科循環器科医院〒223-0053 045-540-7900川野　芳幸 川野　芳幸 平12. 9. 1内   循   小  診療所
     港医549 横浜市港北区綱島西４－８－１８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293090,550.5 矢代皮膚科医院 〒223-0052 045-531-0040岩切　加奈 岩切　加奈 平12. 8.18皮   診療所
     港医550 横浜市港北区綱島東１－７－１７常　勤:    1 交代 現存
     　新文化ビル２Ｆ (医       1) 平24. 8.18
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1294090,551.3 服部クリニック 〒222-0037 045-545-0001医療法人社団　服部ク服部　春木 平13.10. 1内   小   アレ診療所
     港医551 横浜市港北区大倉山１－２８－３常　勤:    2リニック　理事長　服 移動 現存
     (医       2)部　春木 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295090,553.9 新横浜母と子の病院 〒222-0035 045-472-2911医療法人社団　ワンア塩原　和夫 平12.11. 1一般        60病院
     港医553 横浜市港北区鳥山町６５０－１ 常　勤:    6ンドオンリー　理事長 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       6)　塩原　和夫 平24.11. 1小   放   麻  
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296090,555.4 よねもと耳鼻咽喉科 〒222-0013 045-434-3347米本　正明 米本　正明 平12.12.15耳い 気食 アレ診療所
     港医555 横浜市港北区錦が丘１６－１６Ｙ常　勤:    1 新規 現存
     Ｋビル３Ｆ (医       1) 平24.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297090,561.2 日吉整形外科 〒223-0061 045-563-5105医療法人社団　日吉木坂口　祐輔 平13. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     港医561 横浜市港北区日吉３－２－１２ 常　勤:    2月会　理事長　坂口　 組織変更 内   現存
     (医       2)祐輔 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298090,562.0 平井整形外科クリニッ〒223-0053 045-542-0057医療法人　三愛会　理平井　三知夫 平13. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     港医562 ク 横浜市港北区綱島西１－６－１１常　勤:    1事長　平井　三知夫 新規 現存
     シュロス綱島１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299090,564.6 藤山内科クリニック 〒222-0012 045-439-0355藤山　順豊 藤山　順豊 平13. 5.15内   診療所
     港医564 横浜市港北区富士塚１－８－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300090,566.1 菊名駅前クリニック 〒222-0013 045-439-5335医療法人社団　湧希会 本　敏 平13. 6. 1ひ   内   皮  診療所
     港医566 横浜市港北区錦が丘１６－１６Ｙ常　勤:    1　理事長　 本　敏 組織変更 現存
     ・Ｋビル３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301090,567.9 福田医院 〒223-0062 045-561-3773医療法人　真和会　理福田　愛子 平13. 6. 1内   小   皮  診療所
     港医567 横浜市港北区日吉本町３－２７－常　勤:    2事長　福田　愛子 組織変更 小外 現存
     ８ (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302090,568.7 たかみざわ医院 〒223-0062 045-561-8641医療法人社団　たかみ髙見澤　重隆 平13. 6. 1内   小   循  診療所
     港医568 横浜市港北区日吉本町１－２３－常　勤:    1ざわ医院　理事長　髙 組織変更 皮   アレ 現存
     ５高見澤ビル (医       1)見澤　重隆 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1303090,570.3 みのり眼科 〒223-0061 045-563-2897落合　篤也 落合　篤也 平13. 7.15眼   診療所
     港医570 横浜市港北区日吉本町２－４－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304090,572.9 菊名西口医院 〒222-0021 045-401-6444石田　徳人 石田　徳人 平13. 9.15産婦 内   小  診療所
     港医572 横浜市港北区篠原北１－３－３３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305090,574.5 たるまちクリニック 〒222-0001 045-533-6220片山　時孝 片山　時孝 平13.11. 1内   胃   こう診療所
     港医574 横浜市港北区樽町２－６－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306090,575.2 医療法人　健水会　内〒223-0061 045-562-2856医療法人健水会　理事内藤　英二 平13.12. 1一般        19診療所
     港医575 藤外科胃腸科医院 横浜市港北区日吉２－９－４ 常　勤:    1長　内藤　哲夫 組織変更 外   胃   皮  現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307090,577.8 いけだ整形外科 〒222-0001 045-533-6260池田　和男 池田　和男 平14. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     港医577 横浜市港北区樽町２－６－４０Ｔ常　勤:    1 新規 外   現存
     －ＰＬＡＴＺ　２Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308090,579.4 医療法人社団　善仁会〒222-0033 045-477-3412医療法人社団　善仁会片岡　和義 平20. 8. 4他   診療所
     港医579 　新横浜第一クリニッ横浜市港北区新横浜３－６－４新常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ク 横浜千歳観光ビル８Ｆ (医       1) 平26. 8. 4
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309090,581.0 東整形外科クリニック〒222-0011 045-431-2511医療法人東整形外科ク東　璋 平14. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     港医581 横浜市港北区菊名２－２５－１ 常　勤:    1リニック　理事長　東 組織変更 現存
     (医       1)　璋 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310090,582.8 日吉斎藤クリニック 〒223-0062 045-560-3503医療法人社団　一真会齋藤　研一 平14. 4. 1内   アレ リウ診療所
     港医582 横浜市港北区日吉本町１－２７－常　勤:    2　理事長　齋藤　研一 組織変更 呼   皮   現存
     ３９ファミール日吉本町１Ｆ．２(医       2) 平26. 4. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311090,583.6 佐々木消化器科・内科〒223-0052 045-545-4588医療法人社団　建坦会佐々木　坦 平14. 4. 1内   消   診療所
     港医583 横浜市港北区綱島東２－１２－１常　勤:    1　理事長　佐々木　坦 組織変更 現存
     ９　福島ビル３階Ｂ号室 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1312090,585.1 やまびこクリニック 〒223-0063 045-591-7333医療法人社団山本記念金　敬姫 平16. 6. 1内   皮   精  診療所
     港医585 横浜市港北区高田町２５０３－１常　勤:    1会　理事長　山本　百 移動 現存
     (医       1)合子 平22. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313090,589.3 菜の花クリニック 〒223-0053 045-547-6812姫野　浩美 姫野　浩美 平16.10.25内   小   皮  診療所
     港医589 横浜市港北区綱島西２－１１－２常　勤:    1 移動 現存
     －１０１ (医       1) 平22.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314090,591.9 大塚耳鼻咽喉科医院 〒223-0062 045-560-3207医療法人社団　邦和会大塚　博 平14. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     港医591 横浜市港北区日吉本町１－４－１常　勤:    1　理事長　大塚　博 組織変更 現存
     ０佐藤ビル１Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315090,594.3 温心堂レディースクリ〒222-0033 045-474-2736爲近　愼司 爲近　愼司 平14. 9.15産婦 診療所
     港医594 ニック 横浜市港北区新横浜３－２０－３常　勤:    1 新規 現存
     リバサイドビル３Ｆ (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316090,598.4 村井医院 〒223-0051 045-563-1920村井　容子 村井　容子 平14.11.15内   呼   診療所
     港医598 横浜市港北区箕輪町２－３－７－常　勤:    1 新規 現存
     １０７ (医       1) 平26.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317090,599.2 和光医院 〒223-0065 045-531-4372岩森　基猛 岩森　基猛 平14.12.30内   小   診療所
     港医599 横浜市港北区高田東４－１０－８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平20.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318090,600.8 シオン皮フ科クリニッ〒222-0033 045-470-6432医療法人社団　恵安会平松　正浩 平15. 1. 1皮   診療所
     港医600 ク 横浜市港北区新横浜３－２０－３常　勤:    1　理事長　平松　正浩 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319090,601.6 綱島クリニック 〒223-0053 045-540-4887医療法人社団　由德　石田　由美 平20.11.10内   産婦 小  診療所
     港医601 横浜市港北区綱島西２－３－２ナ常　勤:    1理事長　石田　由美 移動 現存
     イスアーバンステイツ綱島２Ｆ (医       1) 平26.11.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320090,604.0 菊名形成外科・皮フ科〒222-0013 045-434-7171林　雅之 林　雅之 平15. 2. 1形外 皮   診療所
     港医604 クリニック 横浜市港北区錦が丘１６－１６Ｙ常　勤:    2 新規 現存
     ・Ｋビル地下１Ｆ (医       2) 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1321090,605.7 新横浜循環器科・内科〒222-0033 045-470-8545医療法人社団　新横浜向井　済 平15. 2. 1循   内   診療所
     港医605 横浜市港北区新横浜２－１２－８常　勤:    1循環器科・内科　理事 組織変更 現存
     扶桑ビル１Ｆ (医       1)長　向井　済 平21. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322090,606.5 たかぎ小児クリニック〒223-0057 045-546-6366医療法人社団　真誠会髙木　秀二 平15. 3. 1小   アレ 診療所
     港医606 横浜市港北区新羽町１６９０－１常　勤:    1　理事長　髙木　秀二 組織変更 現存
     　２Ｆ (医       1) 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323090,609.9 おおそねクリニック 〒222-0002 045-548-0707佐々木　聡子 佐々木　聡子 平26. 5. 1内   小   診療所
     港医609 横浜市港北区師岡町１１４８－１常　勤:    1 移動 現存
     －１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324090,610.7 石橋内科クリニック 〒223-0062 045-563-3297医療法人シロアム会　石橋　潤 平16. 9. 1内   診療所
     港医610 横浜市港北区日吉本町１－２３－常　勤:    1理事長　石橋　潤 移動 現存
     １４厚川ビル３Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325090,615.6 医療法人　紀明会　ま〒223-0062 045-561-9300医療法人　紀明会　理松村　修志 平21. 9. 1内   診療所
     港医615 つみ医院 横浜市港北区日吉本町５－４－１常　勤:    1事長　松村　修志 移動 消内（内視）　現存
     (医       1) 平21. 9. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326090,617.2 太田整形外科 〒222-0026 045-438-0530医療法人桜敬会　理事太田　圭一 平15.12. 1整外 リハ リウ診療所
     港医617 横浜市港北区篠原町１１２９岸根常　勤:    1長　太田　圭一 組織変更 内   眼   現存
     公園駅前ＵＵビル２０１ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327090,618.0 かとうクリニック 〒222-0001 045-545-0222医療法人社団三雄会　加藤　雄二 平15.12. 1内   小   呼  診療所
     港医618 横浜市港北区樽町３－６－３８り常　勤:    1理事長　加藤　雄二 組織変更 アレ 現存
     りあタウン２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328090,621.4 医療法人社団ゆうあい〒223-0059 045-540-8211医療法人社団ゆうあい小澤　幸彦 平16. 5. 1放   内   外  診療所
     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常　勤:    8会　理事長　片山　敦 新規 現存
     ク (医       8) 平22. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329090,622.2 こうの医院 〒222-0036 045-470-7705巷野　道雄 巷野　道雄 平16. 5.15内   外   消  診療所
     港医622 横浜市港北区小机町１４８９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1330090,623.0 渡辺クリニック 〒223-0057 045-549-5161医療法人社団康清会　渡邊　康次郎 平16. 6. 1内   循   診療所
     港医623 横浜市港北区新羽町１６７１イー常　勤:    1理事長　渡邊　康次郎 組織変更 現存
     グル１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331090,624.8 らいず丘の上診療所 〒223-0056 045-592-1011社会福祉法人横浜共生池谷　紀代子 平16. 7. 1内   神内 整外診療所
     港医624 横浜市港北区新吉田町６００１－常　勤:    1会　理事長　村松　紀 新規 小   現存
     ６ (医       1)美枝 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332090,626.3 綱島皮フ科クリニック〒223-0053 045-531-1151医療法人社団髙陽会　髙野　温子 平16. 7. 1皮   アレ 診療所
     港医626 横浜市港北区綱島西２－７－２第常　勤:    1理事長　髙野　温子 組織変更 現存
     ７吉田ビル４Ｆ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333090,628.9 日吉せざいクリニック〒223-0061 045-560-3666医療法人社団日吉せざ瀬在　義則 平16. 8. 1内   診療所
     港医628 横浜市港北区日吉２－５－２浜銀常　勤:    1いクリニック　理事長 組織変更 現存
     日吉ビル４Ｆ (医       1)　瀬在　義則 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334090,629.7 三石内科クリニック 〒222-0001 045-531-1116医療法人碧仁会　理事三石　卓 平16. 8. 1内   消   診療所
     港医629 横浜市港北区樽町１－２４－７鈴常　勤:    1長　三石　卓 組織変更 現存
     木ビル２Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335090,630.5 のぞみクリニック 〒222-0033 045-470-7852医療法人社団佑希会　川原　健資 平16. 9. 1内   心内 精  診療所
     港医630 横浜市港北区新横浜３－２０－３常　勤:    1理事長　川原　健資 組織変更 現存
     リバサイドビル５０１ (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336090,636.2 山下整形外科 〒223-0062 045-560-3472医療法人社団聿心会　山下　肇 平17. 1. 1整外 リハ 診療所
     港医636 横浜市港北区日吉本町４－１２－常　勤:    1理事長　山下　肇 組織変更 現存
     ８南日吉ビル２Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337090,639.6 ベルディーナ高田クリ〒223-0066 045-595-3603医療法人　緑樹会　理河内　俊二 平17. 4. 1内   整外 皮  診療所
     港医639 ニック 横浜市港北区高田西３－１－１３常　勤:    1事長　宮田　庸 新規 リハ 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338090,640.4 吉川内科・循環器科ク〒223-0062 045-566-0151吉川　誠 吉川　誠 平17. 4.15内   循   診療所
     港医640 リニック 横浜市港北区日吉本町１－２０－常　勤:    1 新規 現存
     ２吉川ビル１Ｆ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339090,641.2 新横浜皮膚科クリニッ〒222-0001 045-534-2712医療法人社団　三雄会村山　功子 平17. 4.15皮   診療所
     港医641 ク 横浜市港北区樽町３－６－３８り常　勤:    1　理事長　加藤　雄二 新規 現存
     りあタウン２階－Ｄ (医       1) 平23. 4.15
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 1340090,647.9 横浜レンガ通りクリニ〒222-0033 05055263952 丸山　誠太郎 丸山　誠太郎 平17. 7.15内   診療所
     港医647 ック 横浜市港北区新横浜２－３－９新常　勤:    1 新規 現存
     横浜金子ビル１Ｆ (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341090,648.7 綱島西レディースクリ〒223-0053 045-533-3770医療法人社団　綱島西篠﨑　玲二 平17. 7. 1一般 診療所
     港医648 ニック 横浜市港北区綱島西１－６－１１常　勤:    1レディースクリニック 組織変更     一般     3現存
     シュロス綱島２Ｆ (医       1)　篠﨑　玲二 平23. 7. 1産   婦   内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342090,653.7 いわの整形外科 〒222-0036 045-471-5505岩野　孝彦 岩野　孝彦 平17.10. 1整外 リハ リウ診療所
     港医653 横浜市港北区小机町４４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343090,654.5 港北新羽眼科 〒223-0057 045-549-0522内田　信隆 内田　信隆 平17.10. 1眼   診療所
     港医654 横浜市港北区新羽町１６８５－２常　勤:    1 新規 現存
     －４０２ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344090,655.2 新羽メンタルクリニッ〒223-0057 045-546-0950奧羽　徹 奧羽　徹 平17.10. 1精   神   心内診療所
     港医655 ク 横浜市港北区新羽町１６８５－２常　勤:    1 新規 現存
     ユーム・ニューウィングⅢ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345090,658.6 綱島ホームケアクリニ〒223-0053 045-540-3690医療法人社団　修孝会林　孝平 平17.11. 1内   診療所
     港医658 ック 横浜市港北区綱島西２－１６－１常　勤:    1　理事長　林　孝平 新規 現存
     ９第２吉田ビル３Ｆ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346090,660.2 あべこどもクリニック〒223-0051 045-566-2112医療法人　あべこども安倍　隆 平19. 6.18小   アレ 診療所
     港医660 横浜市港北区箕輪町２－１５－２常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     ２ピアタウン日吉１階 (医       1)安倍　隆 平25. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347090,661.0 医療法人社団　善方会〒223-0057 045-540-8088医療法人社団　善方会浅見　美晴 平17.12.16一般         1診療所
     港医661 　カトレアレディース横浜市港北区新羽町１６８５Ｕ～常　勤:    1　理事長　善方　菊夫 組織変更 産   婦   現存
     クリニック ｍｕ　Ｎｅｗ　ＷｉｎｇⅢ　４０(医       1) 平23.12.16
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348090,662.8 綱島泌尿器科・内科ク〒223-0052 045-533-0177大隅　信幸 大隅　信幸 平18. 1.15ひ   内   診療所
     港医662 リニック 横浜市港北区綱島東１－１－６Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     Ｃ古市ビル３Ｆ (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349090,663.6 日吉心のクリニック 〒223-0062 045-563-8319医療法人　心のクリニ新開　浩二 平18. 1. 1精   心内 診療所
     港医663 横浜市港北区日吉本町１－２０－常　勤:    1ック　理事長　田村　 組織変更 現存
     １６日吉教養センタ－ビルＢ棟３(医       1)元 平24. 1. 1
     ０１ 非常勤:    1
     (医       1)
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 1350090,664.4 くろき医院 〒222-0023 045-434-8477医療法人社団　悠結会黒木　敏徳 平18. 1. 1内   小   皮  診療所
     港医664 横浜市港北区仲手原２－２１－１常　勤:    1　理事長　黒木　敏徳 組織変更 現存
     ３佐々木ビル１Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351090,665.1 ながしまメンタルクリ〒222-0037 045-533-0850長島　秀明 長島　秀明 平18. 2. 1精   心内 診療所
     港医665 ニック 横浜市港北区大倉山１－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ８　Ｆ・ラ・ポッシュ２階 (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352090,667.7 岸根公園眼科 〒222-0026 045-438-1311斉藤　秀典 斉藤　秀典 平18. 4. 1眼   診療所
     港医667 横浜市港北区篠原町１１２９岸根常　勤:    1 新規 現存
     公園駅前ＵＵビル地下１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353090,669.3 にっぱ駅前耳鼻咽喉科〒223-0057 045-541-3222医療法人社団　木鶏会持木　茂樹 平18. 6. 1耳い アレ 内  診療所
     港医669 クリニック 横浜市港北区新羽町１６７１イー常　勤:    2　理事長　持木　茂樹 組織変更 小   現存
     グル１Ｆ (医       2) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354090,670.1 北新横浜整形外科・外〒223-0059 045-533-2237医療法人社団　快晴会深川　光彦 平18. 8.15整外 外   リハ診療所
     港医670 科 横浜市港北区北新横浜１－２－３常　勤:    2　理事長　朝長　昭仁 新規 皮   現存
     北新横浜メディカルビル３Ｆ (医       2) 平24. 8.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355090,671.9 北新横浜内科クリニッ〒223-0059 045-533-2235医療法人社団　快晴会神谷　有久理 平18. 8.15一般        19診療所
     港医671 ク 横浜市港北区北新横浜１－２－３常　勤:    1　理事長　朝長　昭仁 新規 内   呼   循  現存
     北新横浜メディカルビル４Ｆ (医       1) 平24. 8.15アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356090,672.7 ひよしの丘クリニック〒223-0062 045-564-0226川上　 川上　 平18. 8.15心内 神   精  診療所
     港医672 横浜市港北区日吉本町１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     １４厚川ビル４Ｆ (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357090,673.5 カンガルーこどもクリ〒223-0059 045-309-0755田中　昌明 田中　昌明 平18. 9. 1小   アレ 診療所
     港医673 ニック 横浜市港北区北新横浜１－２－３常　勤:    1 新規 現存
     三橋ビル１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358090,674.3 かえるメンタルクリニ〒222-0033 045-470-2252陶山　亨 陶山　亨 平18.10. 1精   神   心内診療所
     港医674 ック 横浜市港北区新横浜２－３－９新常　勤:    2 新規 現存
     横浜金子ビル１Ｆ (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1359090,677.6 医療法人社団　滉志会〒222-0033 045-478-0086医療法人社団　滉志会神垣　隆 平20. 9.29内   診療所
     港医677 　瀬田クリニック新横横浜市港北区新横浜２－３－１２常　勤:    1　理事長　後藤　重則 移動 現存
     浜 新横浜スクエアビル１５階 (医       1) 平26. 9.29
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360090,680.0 さわやか耳鼻科 〒223-0053 045-546-3387医療法人　爽健会　理後迫　泰 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     港医680 横浜市港北区綱島西２－１１－２常　勤:    1事長　後迫　泰 組織変更 現存
     ４－１０１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361090,681.8 永井医院 〒222-0011 045-421-5483永井　大介 永井　大介 平19. 2. 1耳い 診療所
     港医681 横浜市港北区菊名２－１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362090,683.4 菊池整形外科医院 〒222-0026 045-431-8950持田　睦 持田　睦 平19. 2. 2整外 リウ リハ診療所
     港医683 横浜市港北区篠原町１１３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 2. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363090,684.2 つむらや内科 〒223-0062 045-566-2300圓谷　徹彦 圓谷　徹彦 平19. 3. 1内   診療所
     港医684 横浜市港北区日吉本町４－２５－常　勤:    1 新規 現存
     ６３ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364090,686.7 新横浜こころのホスピ〒222-0033 045-474-1155医療法人　杏林会　理廣嶋　宏治 平19. 4. 1精神       218病院
     港医686 タル 横浜市港北区新横浜１－２１－６常　勤:    3事長　石山　隆 新規 心内 精   神  現存
     (医       3) 平25. 4. 1内   
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365090,687.5 医療法人社団慈友会　〒222-0033 045-475-1580医療法人社団慈友会山山田　充 平22. 5.31内   ひ   他  診療所
     港医687 山田内科 横浜市港北区新横浜２－６－２３常　勤:    1田内科　理事長　山田 移動 現存
     金子第２ビル　１２Ｆ (医       1)　充 平22. 5.31
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366090,688.3 横山クリニック 〒222-0031 045-531-1575医療法人　幹仁会　理横山　幹彦 平19. 4. 1内   小   循  診療所
     港医688 横浜市港北区大倉山４－５－１－常　勤:    1事長　横山　幹彦 組織変更 消   現存
     １０１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367090,689.1 藤井クリニック 〒222-0026 045-432-0110医療法人社団　仁和会藤井　勇一 平19. 5. 1内   胃   外  診療所
     港医689 横浜市港北区篠原町１０３４－７常　勤:    1　理事長　藤井　勇一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
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 1368090,691.7 本田泌尿器科内科 〒223-0057 045-531-3340医療法人社団　ＹＳ会本田　了 平19. 5. 1ひ   内   診療所
     港医691 横浜市港北区新羽町１６９０－１常　勤:    1　理事長　本田　了 組織変更 現存
     クオーレ新羽２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369090,692.5 ながふち整形外科 〒223-0051 045-561-1600医療法人社団　ながふ永渕　龍彦 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     港医692 横浜市港北区箕輪町１－２４－１常　勤:    1ち整形外科　理事長　 組織変更 現存
     １　梅ヶ枝ビル１階 (医       1)永渕　龍彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370090,693.3 吉原耳鼻咽喉科クリニ〒223-0052 045-531-4187医療法人　三光会　理吉原　重光 平19. 5. 1耳い アレ 気食診療所
     港医693 ック 横浜市港北区綱島東２－８－４ 常　勤:    1事長　吉原　重光 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371090,694.1 井上胃腸内科クリニッ〒223-0053 045-540-7754医療法人　井上胃腸内井上　冬彦 平26. 9. 1内   診療所
     港医694 ク 横浜市港北区綱島西３－２－２０常　勤:    2科クリニック　理事長 移動 胃内　消内 現存
     綱島別所プラザ２Ｆ (医       2)　井上　冬彦 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372090,695.8 綱島鈴木整形外科 〒223-0052 045-542-3355医療法人　綱島鈴木整鈴木　邦夫 平19. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     港医695 横浜市港北区綱島東１－１０－７常　勤:    1形外科　理事長　鈴木 組織変更 小   精   現存
     　桐屋ビル２階 (医       1)　邦夫 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373090,696.6 綱島ウェルクリニック〒223-0052 045-544-1115医療法人社団　丹生会丹羽　大祐 平19. 7. 1内   アレ 皮  診療所
     港医696 横浜市港北区綱島東１－２－１３常　勤:    1　理事長　丹羽　和夫 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374090,697.4 医療法人　ミカエル会〒222-0034 045-430-5415医療法人　ミカエル会重富　ゆかり 平19. 7. 1小   診療所
     港医697 　マリアこどもクリニ横浜市港北区岸根町４０８－１２常　勤:    1　理事長　重富　ゆか 組織変更 現存
     ック ３ (医       1)り 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375090,698.2 さかもと小児クリニッ〒223-0053 045-540-1023医療法人　泰寿会　理坂本　泰寿 平19. 8. 1小   アレ 診療所
     港医698 ク 横浜市港北区綱島西２－７－２第常　勤:    1事長　坂本　泰寿 組織変更 現存
     ７吉田ビル５Ｆ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376090,702.2 さとう小児科クリニッ〒223-0061 045-564-3717医療法人　峰和会　理佐藤　雅彦 平19.10.15小   アレ 診療所
     港医702 ク 横浜市港北区日吉６－１－２０ 常　勤:    1事長　佐藤　雅彦 新規 現存
     (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377090,705.5 佳久こどもクリニック〒223-0062 045-560-5575佳久　哲宜 佳久　哲宜 平20. 3. 1小   内   皮  診療所
     港医705 横浜市港北区日吉本町３－３０－常　勤:    1 新規 耳い アレ 眼  現存
     １１ (医       1) 平26. 3. 1
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 1378090,706.3 広瀬眼科 〒222-0002 045-534-2389廣瀬　敦視 廣瀬　敦視 平20. 3.15眼   診療所
     港医706 横浜市港北区師岡町７００トレッ常　勤:    1 新規 現存
     サ横浜南棟１Ｆ (医       1) 平26. 3.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379090,708.9 トレッサ横浜クリニッ〒222-0002 045-547-9219医療法人社団　賢興会竹村　正伸 平20. 4. 1胃   内   外  診療所
     港医708 ク 横浜市港北区師岡町７００ 常　勤:    1　理事長　内田　直興 新規 こう 皮   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380090,709.7 高田皮フ科 〒223-0065 045-540-2588安念　美雪 安念　美雪 平20. 4.15皮   診療所
     港医709 横浜市港北区高田東４－２３－４常　勤:    1 新規 現存
     　クール高田２Ｆ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381090,711.3 鈴木整形外科医院 〒223-0065 045-543-7110鈴木　俊 鈴木　俊 平20. 5. 1整外 リウ 麻  診療所
     港医711 横浜市港北区高田東４－１－２５常　勤:    3 交代 リハ 内   他  現存
     (医       3) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382090,712.1 高田内科・脳神経クリ〒223-0065 045-549-5280花房　辰哉 花房　辰哉 平20. 6. 1内   循   脳外診療所
     港医712 ニック 横浜市港北区高田東４－２３－４常　勤:    1 新規 他   現存
     　クール高田２Ｆ－Ⅱ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383090,716.2 いのもり脳神経外科ク〒223-0059 045-533-2727猪森　茂雄 猪森　茂雄 平20.10. 1脳外 診療所
     港医716 リニック 横浜市港北区北新横浜１－２－３常　勤:    1 新規 現存
     三橋ビル　２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384090,717.0 なのクリニック 〒222-0023 045-710-0045中村　ちの 中村　ちの 平20.10. 1内   他   診療所
     港医717 横浜市港北区仲手原１－２６－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385090,718.8 よこはま乳腺・胃腸ク〒223-0053 045-542-0365医療法人社団　慶久会久保内　光一 平20.10. 1一般        18診療所
     港医718 リニック 横浜市港北区綱島西１－５－１８常　勤:    2　理事長　久保内　光 組織変更 外   内   婦  現存
     (医       2)一 平26.10. 1他   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386090,719.6 篠原Ｋクリニック 〒222-0026 045-439-6336児島　眞一 児島　眞一 平20.12. 1ひ   内   診療所
     港医719 横浜市港北区篠原町１１０３パイ常　勤:    1 新規 現存
     ンファースト岸根公園 (医       1) 平20.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1387090,720.4 日吉東急　鈴木眼科 〒223-0061 045-563-5600医療法人社団　輝芳会鈴木　聡志 平21. 1. 1眼   診療所
     港医720 横浜市港北区日吉２－１－１日吉常　勤:    1　理事長　鈴木　聡志 組織変更 現存
     東急南館２Ｆ (医       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388090,721.2 日吉病院 〒223-0062 045-563-7373医療法人　ディープイ熊田　貴之 平21. 1. 1精神        91病院
     港医721 横浜市港北区日吉本町２－８－２常　勤:    3ンテンション　理事長 組織変更 精   現存
     (医       3)　熊田　隆夫 平21. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389090,722.0 あさかぜクリニック 〒222-0033 045-628-9600大道寺　崇 大道寺　崇 平21. 5. 1心内 精   診療所
     港医722 横浜市港北区新横浜２－１２－２常　勤:    1 新規 現存
     ０京浜建物第一ビル５Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390090,723.8 杉ウイメンズクリニッ〒222-0033 045-470-2113杉　俊隆 杉　俊隆 平21. 5. 1産婦 診療所
     港医723 ク 横浜市港北区新横浜２－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     神横浜光伸ビル７Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391090,725.3 秋山整形外科 〒223-0053 045-532-1234秋山　竹松 秋山　竹松 平21. 5. 1整外 外   他  診療所
     港医725 横浜市港北区綱島西２－１３－１常　勤:    1 交代 現存
     ６　第１吉田ビル１Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392090,726.1 港北メンタルクリニッ〒223-0052 045-542-2645医療法人　港北メンタ篠塚　貴裕 平21. 5. 1精   診療所
     港医726 ク 横浜市港北区綱島東１－２－１３常　勤:    1ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     マレットビル６Ｆ (医       1)　篠塚　貴裕 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393090,727.9 医療法人社団　福叡会〒222-0001 045-533-2468医療法人社団　福叡会小手川　文久枝 平21. 5. 1内   精   心内診療所
     港医727 　みなとメディケア・横浜市港北区樽町４－９－３０ 常　勤:    1　理事長　小手川　文 組織変更 現存
     クリニック (医       1)久枝 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394090,728.7 医療法人　風航会　大〒222-0037 045-544-6333医療法人　風航会　理高梠　智彰 平21.12. 1眼   診療所
     港医728 倉山眼科クリニック 横浜市港北区大倉山３－１－３　常　勤:    1事長　山田　正至 移動 現存
     ポルテーゼビル２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1395090,729.5 陽だまりクリニック 〒222-0026 045-438-4722小見山　秀一 小見山　秀一 平26. 7. 1内   診療所
     港医729 横浜市港北区篠原町９９３－６ 常　勤:    1 移動 循内 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396090,730.3 たかた　こども　クリ〒223-0065 045-533-1123医療法人　原岩会　理幕田　政博 平21.10. 1小   内   診療所
     港医730 ニック 横浜市港北区高田東４－２３－４常　勤:    1事長　手塚　勝也 新規 現存
     クール高田３Ｆ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397090,731.1 医療法人社団　なかよ〒223-8526 045-564-1740医療法人社団　なかよ髙田　哲也 平21.10. 1内   リウ 耳い診療所
     港医731 し会　日吉メディカル横浜市港北区日吉４－１－１慶応常　勤:    1し会　理事長　髙田　 新規 整外 他   現存
     クリニック 義塾日吉キャンパス協生館１Ｆ (医       1)哲也 平21.10. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398090,732.9 昇和診療所 〒222-0033 045-475-1295医療法人社団　昇和会中山　義之 平21.12. 1内   皮   整外診療所
     港医732 横浜市港北区新横浜１－１１－１常　勤:    1　理事長　中山　義之 交代 精   現存
     １ (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399090,733.7 有馬医院 〒222-0012 045-431-6565有馬　啓 有馬　啓 平22. 1. 1内   外   皮  診療所
     港医733 横浜市港北区富士塚１－１－９ア常　勤:    2 交代 こう 現存
     リマメディカ１Ｆ－１０１ (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400090,734.5 新横浜スパインクリニ〒223-0059 045-533-5401医療法人　志匠会　理葛西　直亮 平22. 1. 1一般        15診療所
     港医734 ック 横浜市港北区北新横浜１－５－５常　勤:    2事長　大田　快児 交代 整外 麻   脳外現存
     (医       2) 平22. 1. 1リハ 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401090,735.2 大倉山記念病院 〒222-0001 045-531-2546医療法人　三星会　理坂口　淳 平22. 1. 1一般       114病院
     港医735 横浜市港北区樽町１－１－２３ 常　勤:   12事長　山本　登 交代 内   外   整外現存
     (医      12) 平22. 1. 1脳外 眼   皮  
     非常勤:   33 神内 精   
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402090,736.0 藤井眼科 〒223-0053 045-633-8801藤井　博明 藤井　博明 平22. 4. 1眼   診療所
     港医736 横浜市港北区綱島西１－６－１９常　勤:    1 新規 現存
     綱島コア１５ビル３Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1403090,737.8 ボナ・ディア　クリニ〒222-0033 045-534-7806金子　章子 金子　章子 平22. 4. 1形外 皮   他  診療所
     港医737 ック 横浜市港北区新横浜２－４－１７常　勤:    1 新規 現存
     光正新横浜駅前ビル５Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404090,738.6 日吉本町クリニック 〒223-0062 045-560-3766医療法人社団　山本記初見　俊明 平22. 4. 1内   外   整外診療所
     港医738 横浜市港北区日吉本町４－１０－常　勤:    2念会　理事長　山本　 新規 リハ 皮   形外現存
     ５０ココファン日吉１Ｆ (医       2)百合子 平22. 4. 1他   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405090,739.4 新横浜整形外科リウマ〒222-0033 045-548-3887三笠　貴彦 三笠　貴彦 平22. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     港医739 チ科 横浜市港北区新横浜３－６－４千常　勤:    1 新規 現存
     歳観光ビル４Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406090,740.2 菊名記念クリニック 〒222-0011 045-401-5111医療法人　五星会　理内村　英輝 平22. 5. 1内   他   診療所
     港医740 横浜市港北区菊名３－１９－８ 常　勤:    1事長　山本　登 新規 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407090,741.0 日吉慶友クリニック 〒223-0061 045-563-5111橋本　治雄 橋本　治雄 平22. 4. 1内   外   整外診療所
     港医741 横浜市港北区日吉５－５－１７ 常　勤:    2 組織変更 小   耳   皮  療養病床
     (医       2) 平22. 4. 1眼   現存
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408090,742.8 綱島駅前眼科 〒223-0052 045-543-7771芝　龍寛 芝　龍寛 平22. 5. 1眼   診療所
     港医742 横浜市港北区綱島東１－２－１３常　勤:    1 新規 現存
     マレットビル４Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409090,744.4 赤石整形外科 〒223-0052 045-549-6633医療法人社団　佳美会赤石　文洋 平22. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     港医744 横浜市港北区綱島東１－２－１３常　勤:    1　理事長　赤石　文洋 交代 現存
     マレットビル２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410090,745.1 たかせ胃腸内科クリニ〒223-0057 045-544-2139医療法人社団　真正会髙瀬　真 平22. 5. 1内   外   他  診療所
     港医745 ック 横浜市港北区新羽町１６８６－１常　勤:    1　理事長　髙瀬　真 交代 現存
     ユーム・ニューウィングⅢ３Ｆ３(医       1) 平22. 5. 1
     ０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1411090,746.9 普通部通り　みみ・は〒223-0062 045-624-8185北村　達也 北村　達也 平22. 6. 1耳い アレ 他  診療所
     港医746 な・のどのクリニック横浜市港北区日吉本町１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412090,747.7 石川こどもクリニック〒222-0002 045-533-5065医療法人社団　直洵会石川　清明 平22. 6. 1小   診療所
     港医747 横浜市港北区師岡町７００　トレ常　勤:    2　理事長　石川　清明 交代 現存
     ッサ横浜南棟１Ｆ (医       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413090,748.5 耳鼻咽喉科渡辺医院 〒223-0062 045-561-3649医療法人渡辺医院　理渡邉　尚彦 平22. 6. 1耳い 診療所
     港医748 横浜市港北区日吉本町４－１５－常　勤:    1事長　渡邉　一夫 交代 現存
     １１　１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414090,749.3 日吉内科 〒223-0062 045-566-2385三好　玲 三好　玲 平22. 8. 1内   外   アレ診療所
     港医749 横浜市港北区日吉本町１－８－３常　勤:    1 交代 他   現存
     　ビーハイブ細谷１０２ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415090,750.1 日吉こどもクリニック〒223-0062 045-560-1850医療法人社団　順伸ク石川　明道 平22. 9. 1小   アレ 診療所
     港医750 横浜市港北区日吉本町１－９－２常　勤:    1リニック　理事長　入 交代 現存
     ６ (医       1)戸野　博 平22. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416090,751.9 ひよしペインクリニッ〒223-0062 045-563-1804橘　礼子 橘　礼子 平22.10. 1麻   他   診療所
     港医751 ク 横浜市港北区日吉本町１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     ３６ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417090,752.7 医療法人社団　善仁会〒222-0037 045-547-0506医療法人社団　善仁会小川　裕美 平22.10. 1他   診療所
     港医752 　おおくらやま腎クリ横浜市港北区大倉山３－１－３　常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ニック ポルテーゼビル１・２Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418090,753.5 新横浜かとうクリニッ〒222-0033 045-478-6180医療法人社団神樹会　加藤　洋一 平22.12. 1皮   他   診療所
     港医753 ク 横浜市港北区新横浜２－３－９　常　勤:    1理事長　加藤　洋一 交代 現存
     新横浜金子ビル２Ｆ (医       1) 平22.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419090,754.3 しらゆり皮フ科・整形〒222-0026 045-717-7260医療法人社団　快晴会池田　麻純 平23. 2. 1整外 リハ 皮  診療所
     港医754 外科 横浜市港北区篠原町３０１４－２常　勤:    1　理事長　朝長　昭仁 新規 外   現存
     　加祥ビル地下１Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1420090,755.0 おおすみ医院 〒223-0057 045-717-7611大角　篤司 大角　篤司 平23. 2. 1脳外 内   外  診療所
     港医755 横浜市港北区新羽町１７１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421090,756.8 日吉東急　鈴木眼科　〒223-0062 045-563-5600医療法人社団　輝芳会松石　美応 平23. 3. 1眼   診療所
     港医756 分院 横浜市港北区日吉本町１－２５－常　勤:    1　理事長　鈴木　聡志 新規 現存
     ２５　サンライズビル　２Ｆ (医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422090,757.6 さくら内科クリニック〒222-0025 045-421-4188矢島　麻弓 矢島　麻弓 平23. 4. 1内   小   皮  診療所
     港医757 横浜市港北区篠原西町１８－１７常　勤:    1 新規 アレ 他   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423090,758.4 すぎうら眼科 〒223-0057 045-533-1203杉浦　暁美 杉浦　暁美 平23. 4. 1眼   診療所
     港医758 横浜市港北区新羽町１６７１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424090,759.2 みずほクリニック港北〒222-0033 045-473-4433社会福祉法人秀峰会　安間　伸 平26. 6. 1内   診療所
     港医759 横浜市港北区新横浜３－７－１９常　勤:    2理事長　櫻井　大 移動 現存
     鈴喜ビル５Ｆ (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425090,761.8 おおはし内科 〒223-0058 045-544-7833医療法人　みどり会　大橋　人士 平23. 5. 1内   小   診療所
     港医761 横浜市港北区新吉田東６－３１－常　勤:    1理事長　大橋　人士 交代 現存
     ２５－１Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426090,762.6 大倉山はるかぜクリニ〒222-0037 045-717-8115柳田　浩 柳田　浩 平23. 6. 1精   心内 診療所
     港医762 ック 横浜市港北区大倉山３－８－２８常　勤:    1 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427090,763.4 医療法人社団　桜友会〒223-0059 045-533-5015医療法人社団　桜友会川崎　努 平23. 5. 1内   診療所
     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常　勤:    2　理事長　川崎　努 交代 現存
     横浜 　介護付有料老人ホームすこや家(医       2) 平23. 5. 1
     「北新横浜」２Ｆ 非常勤:    2
     (医       2)
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 1428090,764.2 新横浜駅ビル眼科診療〒222-0033 045-478-1386平野　大輔 平野　大輔 平23. 5. 1眼   診療所
     港医764 所 横浜市港北区新横浜２－１００－常　勤:    1 交代 現存
     ４５　新横浜中央ビル８Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429090,765.9 綱島診療所　そう皮フ〒223-0053 045-531-1708宋　寅傑 宋　寅傑 平23.10. 1皮   診療所
     港医765 科 横浜市港北区綱島西３－１９－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430090,767.5 すずらんメンタルクリ〒223-0053 045-514-3671秋山　竹志 秋山　竹志 平24. 1. 1心内 精   診療所
     港医767 ニック 横浜市港北区綱島西１－８－１２常　勤:    1 新規 現存
     綱島名店会館本社ビル　３Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431090,768.3 大倉山わきもと内科 〒222-0037 045-717-6887脇本　博文 脇本　博文 平24. 3. 1内   他   診療所
     港医768 横浜市港北区大倉山５－２５－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432090,769.1 城クリニック 〒222-0033 045-477-1011医療法人　ＪＯ　理事城　俊明 平24. 2. 1他   診療所
     港医769 横浜市港北区新横浜３－６－４千常　勤:    3長　城　俊明 交代 現存
     歳観光ビル５Ｆ (医       3) 平24. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433090,771.7 ノア皮フ科クリニック〒222-0037 045-633-8740医療法人社団　恵安会新山　奈々子 平24. 6. 1皮   診療所
     港医771 横浜市港北区大倉山３－１－３　常　勤:    2　理事長　平松　正浩 新規 現存
     ポルテーゼビル３－Ｂ・Ｃ (医       2) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434090,772.5 心のクリニック　新横〒222-0033 045-470-6578医療法人　心のクリニ田村　元 平24. 8. 1精   心内 診療所
     港医772 浜 横浜市港北区新横浜３－６－１新常　勤:    1ック　理事長　田村　 新規 現存
     横浜ＳＲビル６Ｆ (医       1)元 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435090,773.3 くにもとライフサポー〒222-0001 045-541-7731國本　雅也 國本　雅也 平24.12. 1神内 内   リハ診療所
     港医773 トクリニック 横浜市港北区樽町４－４－４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436090,774.1 トラベルクリニック新〒222-0033 045-470-1011医療法人社団ＴＣＪ　古賀　才博 平24.12. 1内   他   診療所
     港医774 横浜 横浜市港北区新横浜２－１３－６常　勤:    1理事長　古賀　才博 交代 現存
     第一Ｋ・Ｓビル３Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437090,775.8 かとう眼科 〒222-0037 045-548-0880医療法人博脩会　理事加藤　利博 平24.12. 1眼   診療所
     港医775 横浜市港北区大倉山１－１６－１常　勤:    1長　加藤　利博 交代 現存
     ３グランドメゾン大倉山１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1438090,776.6 前田記念新横浜クリニ〒222-0033 045-473-5126医療法人社団　前田記神田　文義 平25. 1. 1内   診療所
     港医776 ック 横浜市港北区新横浜２－３－１２常　勤:    1念会　理事長　前田　 交代 現存
     新横浜スクエアビル３Ｆ (医       1)貞亮 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439090,777.4 さかきばら耳鼻咽喉科〒222-0023 045-439-1770医療法人社団　港央会 原　敦子 平25. 5. 1耳い 診療所
     港医777 横浜市港北区仲手原２－４３－３常　勤:    1　理事長　 原　毅 新規 現存
     ３ビューハイム港北１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440090,778.2 マザーズ高田産医院 〒223-0066 045-595-4103椎津　敏明 椎津　敏明 平25. 6. 1一般 診療所
     港医778 横浜市港北区高田西２－５－２７常　勤:    1 新規     一般    12現存
     (医       1) 平25. 6. 1産   婦   他  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441090,779.0 ＲＥＳＭ（リズム）新〒222-0033 045-475-5155白濱　龍太郎 白濱　龍太郎 平25. 6. 1内   神内 精  診療所
     港医779 横浜　睡眠・呼吸メデ横浜市港北区新横浜３－８－１２常　勤:    1 新規 心内 他   現存
     ィカルケアクリニック丸八新横浜ビル４Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442090,780.8 ふくろうメンタルクリ〒222-0033 045-594-6905清水　宏昭 清水　宏昭 平25.10. 1心内 精   診療所
     港医780 ニック 横浜市港北区新横浜３－９－５新常　勤:    1 新規 現存
     横浜第３東昇ビル２Ｆ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443090,781.6 ささき整形外科 〒222-0011 045-439-1766佐々木　淳 佐々木　淳 平25.10. 1整外 リハ 診療所
     港医781 横浜市港北区菊名１－８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444090,782.4 土屋眼科医院 〒223-0053 045-543-1085土屋　祐介 土屋　祐介 平25. 9. 1眼   診療所
     港医782 横浜市港北区綱島西２－１－７マ常　勤:    2 交代 現存
     ック綱島コート１Ｆ (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445091,000.0 北新横浜耳鼻咽喉科 〒223-0059 045-859-9292高村　安正 高村　安正 平25.12. 1耳い 診療所
     港医1000 横浜市港北区北新横浜１－２－３ 新規 現存
     三橋ビル２Ｆ 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1446091,001.8 大倉山診療所 〒222-0003 045-531-4345須田　セツ子 須田　セツ子 平25.11. 1内   小   呼内診療所
     港医1001 横浜市港北区大曽根１－１７－３常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447091,002.6 港北耳鼻咽喉科 〒223-0052 045-533-2212医療法人社団香会　理鈴木　一輝 平25.12. 1耳い アレ 診療所
     港医1002 横浜市港北区綱島東１－２－１３常　勤:    1事長　鈴木　一輝 交代 小耳い 現存
     マレットビル５Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448091,003.4 洋和メンタルクリニッ〒223-0062 045-562-7111医療法人　新生会　理石北　博 平25.12. 1心内 精   診療所
     港医1003 ク 横浜市港北区日吉本町１－２－７常　勤:    1事長　石北　博 交代 現存
     川田ビル１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449091,004.2 大倉山こじまクリニッ〒222-0037 045-542-3535小島　聡 小島　聡 平26. 2. 1内   診療所
     港医1004 ク 横浜市港北区大倉山１－３０－１常　勤:    1 新規 消内（内視） 現存
     プラスハウス２Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450091,005.9 石井内科医院 〒223-0062 045-561-4704医療法人医信会　理事石井　信義 平26. 1. 1内   呼内 小  診療所
     港医1005 横浜市港北区日吉本町６－２６－常　勤:    2長　石井　信義 交代 消内　循内 現存
     ５ (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451091,006.7 医療法人社団善仁会　〒223-0052 045-545-5585医療法人社団善仁会　小川　富雄 平26. 1. 1人透内 診療所
     港医1006 綱島腎クリニック 横浜市港北区綱島東１－１０－４常　勤:    1理事長　渡邊　光康 交代 現存
     イケモリビル１・２Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452091,007.5 トレッサしのだ整形・〒222-0002 045-534-1551医療法人　慈功会　理篠田　明彦 平26. 5. 1整外 形外 リハ診療所
     港医1007 形成外科 横浜市港北区師岡町７００トレッ常　勤:    1事長　國見　純功 新規 リウ 皮   現存
     サ横浜南棟１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453091,009.1 マスダクリニック　形〒223-0053 045-947-3607増田　竜児 増田　竜児 平26. 7. 1形外 皮   美外診療所
     港医1009 成外科・皮フ科 横浜市港北区綱島西３－２－２０常　勤:    1 新規 美皮　 現存
     綱島別所プラザ２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454091,010.9 あかつきクリニック 〒223-0052 045-543-7101医療法人ＡＲＥ　理事山田　暁輝 平26. 7. 1内   外   診療所
     港医1010 横浜市港北区綱島東４－２－５パ常　勤:    1長　山田　暁輝 交代 胃内 現存
     ルホワイト綱島１０１ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455091,011.7 高木脳神経外科クリニ〒223-0053 045-545-0888高木　信 高木　信 平26. 9. 1脳外 神内 診療所
     港医1011 ック 横浜市港北区綱島西３－２－２０常　勤:    1 新規 現存
     綱島別所プラザ２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1456091,012.5 もろおかクリニック 〒222-0002 045-531-1234鈴木　聖裕 鈴木　聖裕 平26.10. 1整外 リハ 内  診療所
     港医1012 横浜市港北区師岡町９０８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457980,365.1 横浜市総合リハビリテ〒222-0035 045-473-0666横浜市長 平塚　和人 昭62.10. 1一般        19診療所
     (986,365.5) ーションセンター診療横浜市港北区鳥山町１７７０ 常　勤:   13 内   精   小  現存
     港医365 所 (医      13) 平23.10. 1外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458980,436.0 横浜市総合保健医療セ〒222-0035 045-475-0001横浜市長 岩成　秀夫 平 4.10. 1一般        19診療所
     港医436 ンター診療所 横浜市港北区鳥山町１７３５ 常　勤:    8 内   精   放  現存
     (医       8) 平22.10. 1皮   整外 
     非常勤:   54
     (医      52)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459980,666.2 横浜市スポーツ医科学〒222-0036 045-477-5050横浜市長 青木　治人 平18. 3. 1内   整外 リハ診療所
     港医666 センタークリニック 横浜市港北区小机町３３０２－５常　勤:    6 交代 他   現存
     (医       6) 平24. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460100,014.0 医療法人積愛会　横浜〒244-0813 045-822-2125医療法人積愛会　理事加瀬　昭彦 昭32.10.20精神       600病院
     戸医14 舞岡病院 横浜市戸塚区舞岡町３４８２ 常　勤:   20長　小池　健 内   精   神  現存
     (医      20) 平23.10.20
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461100,015.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 045-864-2501医療法人横浜柏堤会　福島　元彦 昭32.10.20一般       148病院
     戸医15 戸塚共立第１病院 横浜市戸塚区戸塚町１１６ 常　勤:   36理事長　横川　秀男 内   小   外  現存
     (医      36) 平23.10.20整外 脳外 皮  
     非常勤:   93 ひ   眼   耳い
     (医      93) 麻   神内 形外
     リハ 
     病診　消外　乳
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1462100,079.3 医療法人横浜柏堤会　〒244-0817 045-881-3205医療法人横浜柏堤会　飯島　忠 平13. 4. 1一般        97病院
     戸医79 戸塚共立第２病院 横浜市戸塚区吉田町５７９－１ 常　勤:   17理事長　横川　秀男 移動 内   小   外  現存
     (医      17) 平25. 4. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:    1 脳外 循   心外
     (医       1) 呼   消   耳い
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463100,144.5 久保外科医院 〒244-0003 045-860-2231久保　忠 久保　忠 昭42.11.15胃   外   整外診療所
     戸医144 横浜市戸塚区戸塚町２８３３－５常　勤:    1 皮   ひ   こう現存
     ８ (医       1) 平24.11.15放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464100,148.6 浜之上耳鼻咽喉科 〒244-0816 045-871-4653浜之上　洋 浜之上　洋 昭53.10.16耳い 診療所
     戸医148 横浜市戸塚区上倉田町８８４－６常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465100,162.7 医療法人社団　戸塚第〒244-0802 045-822-1231医療法人社団戸塚第一笹　裕 昭43.10. 1一般        19診療所
     戸医162 一医院 横浜市戸塚区平戸２－７－２５ 常　勤:    2医院　理事長　笹　裕 消   内   外  現存
     (医       2) 平22.10. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466100,170.0 十愛病院 〒244-0801 045-822-0321公益財団法人十愛会　野崎　秀次 昭44. 3.15精神 病院
     戸医170 横浜市戸塚区品濃町１１４０ 常　勤:    4理事長　野崎　秀次     一般    48現存
     (医       4) 平23. 3.15精神
     非常勤:    6     療養    46
     (医       6) 内   精   神  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467100,179.1 菅野内科医院 〒244-0802 045-822-7630菅野　茂雄 菅野　茂雄 昭44. 8.18内   放   小  診療所
     戸医179 横浜市戸塚区平戸２－８－２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468100,184.1 医療法人社団　三友会〒245-0053 045-811-2871医療法人社団　三友会杉浦　仁 昭45. 2. 9一般        47病院
     戸医184 　戸塚中央病院 横浜市戸塚区上矢部町１６７９ 常　勤:    1　理事長　杉浦　仁 療養        29療養病床
     (医       1) 平24. 2. 9内   消   循  現存
     非常勤:   10 外   整外 形外
     (医      10) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469100,194.0 医療生協かながわ生活〒245-0062 045-864-1241医療生協かながわ生活端山　雅之 昭62.12.13一般       111病院
     戸医194 協同組合　戸塚病院 横浜市戸塚区汲沢町１０２５－６常　勤:   10協同組合　理事長　池 内   外   整外現存
     (医      10)田　俊夫 平23.12.13呼   循   胃  
     非常勤:   17 形外 こう 精  
     (医      17) 神   麻   ひ  
     リハ 眼   
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 1470100,210.4 国井医院 〒245-0067 045-851-2600国井　文雄 国井　文雄 昭52.11.20内   小   診療所
     戸医210 横浜市戸塚区深谷町１６１０－８常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平22.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471100,225.2 前島内科 〒244-0816 045-861-2415前島　孝 前島　孝 昭48. 3. 1内   診療所
     戸医225 横浜市戸塚区上倉田町１５７７－ 現存
     ６８ 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472100,229.4 三宅内科医院 〒244-0817 045-881-1261三宅　和弥 三宅　和弥 昭48. 6. 1内   循   診療所
     戸医229 横浜市戸塚区吉田町８８４ダイエ常　勤:    1 現存
     ー戸塚ショッパーズプラザ内 (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473100,237.7 萩原医院 〒244-0003 045-871-1993萩原　健児 萩原　健児 昭49. 4. 1一般         9診療所
     戸医237 横浜市戸塚区戸塚町４７９０－８常　勤:    1 内   外   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474100,244.3 清田小児科医院 〒244-0003 045-861-3015清田　煕 清田　煕 昭50. 3. 1小   診療所
     戸医244 横浜市戸塚区戸塚町１５０５－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475100,259.1 杉本眼科医院 〒244-0003 045-864-0247杉本　育子 杉本　育子 平22. 3.31眼   診療所
     戸医259 横浜市戸塚区戸塚町１６－１西口常　勤:    1 移動 現存
     共同ビル４Ｆ　Ｂ－４０１ (医       1) 平22. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476100,262.5 戸塚皮膚科クリニック〒244-0003 045-864-1260久保　勇治 久保　勇治 昭53. 3. 1皮   診療所
     戸医262 横浜市戸塚区戸塚町４１０５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477100,272.4 山田内科医院 〒244-0813 045-822-8222山田　明 山田　明 昭53.11.15内   診療所
     戸医272 横浜市戸塚区舞岡町２５６－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478100,274.0 医療法人社団　明芳会〒244-0805 045-822-4151医療法人社団　明芳会林　重光 昭54. 1. 1一般        36病院
     戸医274 　新戸塚病院 横浜市戸塚区川上町６９０－２ 常　勤:    8　理事長　中村　哲也 療養       297現存
     (医       8) 平24. 1. 1内   神内 リハ
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479100,276.5 須田整形外科皮膚科医〒244-0002 045-861-0720須田　公之 須田　公之 昭54. 5. 1整外 皮   診療所
     戸医276 院 横浜市戸塚区矢部町９６９－３９常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1480100,278.1 戸塚休日急患診療所 〒245-0063 045-852-6221一般社団法人戸塚区医佐藤　博久 昭54.10.15内   小   診療所
     戸医278 横浜市戸塚区原宿３－５９－２ 常　勤:    1師会メディカルセンタ 現存
     (医       1)ー　会長　菊池　英彌 平24.10.15
     非常勤:   96
     (医      96)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481100,281.5 伊東医院 〒244-0002 881-0037 伊東　亨 伊東　亨 昭55. 1. 1一般         3診療所
     戸医281 横浜市戸塚区矢部町１４番地 常　勤:    1 内   産   婦  現存
     (医       1) 平22. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482100,284.9 ドリーム小児科 〒245-0066 045-851-3661鈴木　妙子 鈴木　妙子 平16. 2. 5小   内   アレ診療所
     戸医284 横浜市戸塚区俣野町１４０４－８常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483100,289.8 医療法人社団善仁会　〒244-0816 045-864-6947医療法人社団善仁会　有井　達朗 平15. 9. 8他   診療所
     戸医289 戸塚新クリニック 横浜市戸塚区上倉田町４８９－１常　勤:    1理事長　渡邊　光康 移動 現存
     柏桜ビル３Ｆ (医       1) 平21. 9. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484100,292.2 岩間医院 〒245-0067 045-851-3300岩間　昭世 岩間　昭世 昭56.12.15外   診療所
     戸医292 横浜市戸塚区深谷町８５７－６ 常　勤:    1 胃内 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485100,295.5 岡部内科医院 〒244-0813 045-824-0358岡部　芳勝 岡部　芳勝 昭57. 2.15内   小   診療所
     戸医295 横浜市戸塚区舞岡町３３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486100,298.9 小雀内科医院 〒244-0004 045-852-2353新海　毅 新海　毅 昭57.10. 1内   整外 放  診療所
     戸医298 横浜市戸塚区小雀町１１２３－２常　勤:    1 心内 リハ 精  現存
     (医       1) 平24.10. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487100,299.7 小雀小児科医院 〒244-0004 045-852-2354新海　行子 新海　行子 昭57.10. 1小   内   婦  診療所
     戸医299 横浜市戸塚区小雀町１１２３－２ 皮   リハ アレ現存
     平24.10. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488100,304.5 木下眼科医院 〒244-0801 045-822-8500木下　信之 木下　信之 昭58. 9. 1眼   診療所
     戸医304 横浜市戸塚区品濃町５１５－１南常　勤:    1 現存
     の街４－１０４ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489100,308.6 山手クリニック 〒244-0801 045-823-8105石浦　哲 石浦　哲 昭58.12.15内   小   産婦診療所
     戸医308 横浜市戸塚区品濃町５１５－１　常　勤:    1 胃   現存
     南の街４号棟１０５号 (医       1) 平22.12.15
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 1490100,310.2 園田皮膚科 〒244-0801 045-824-0840園田　俊雄 園田　俊雄 昭58.12.15皮   診療所
     戸医310 横浜市戸塚区品濃町５１５－１　常　勤:    1 現存
     南の街４号棟１０７号 (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491100,319.3 東戸塚クリニック 〒244-0805 822-1112 野中　弘 野中　弘 昭60. 1.15内   小   診療所
     戸医319 横浜市戸塚区川上町４１２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492100,328.4 井上内科 〒245-0051 045-813-7195井上　光洋 井上　光洋 平 9.11. 1内   消   循  診療所
     戸医328 横浜市戸塚区名瀬町７６５－２９常　勤:    1 移動 リウ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493100,332.6 戸塚脳神経外科 〒244-0801 045-821-8141井上　久司 井上　久司 平10.11. 1脳外 内   外  診療所
     戸医332 横浜市戸塚区品濃町１－１シャト常　勤:    1 移動 整外 循   リハ現存
     レー戸塚ガーデン１０８ (医       1) 平22.11. 1胃   神内 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494100,333.4 林外科医院 〒244-0804 045-821-2727林　宏 林　宏 昭61. 8. 1一般         2診療所
     戸医333 横浜市戸塚区前田町５０１－５ 常　勤:    1 内   胃   整外現存
     (医       1) 平22. 8. 1脳外 リハ 外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495100,338.3 しなのメンタルクリニ〒244-0801 045-821-2583中村　泰子 中村　泰子 昭62. 6. 1精   神   診療所
     戸医338 ック 横浜市戸塚区品濃町５４８－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496100,339.1 渡辺クリニック 〒245-0067 045-851-3600渡辺　博 渡辺　博 昭62. 7.15神内 外   脳外診療所
     戸医339 横浜市戸塚区深谷町２１０ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497100,340.9 藤野クリニック 〒244-0801 045-821-1120藤野　茂樹 藤野　茂樹 平16.12.24外   胃   整外診療所
     戸医340 横浜市戸塚区品濃町５４３－５ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平22.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498100,341.7 医療生協かながわ生活〒244-0003 045-864-3511医療生協かながわ生活佐藤　和美 平17. 3. 1内   精   神  診療所
     戸医341 協同組合　戸塚診療所横浜市戸塚区戸塚町３８８０－２常　勤:    1協同組合　理事長　池 移動 消   循   整外現存
     (医       1)田　俊夫 平23. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1499100,345.8 西横浜国際総合病院 〒245-0062 045-871-8855医療法人　横浜博萌会小松　永二 昭63. 9. 1一般       188病院
     戸医345 横浜市戸塚区汲沢町５６ 常　勤:   26　理事長　髙木　啓吾 内   精   呼  現存
     (医      26) 平24. 9. 1消   小   外  
     非常勤:   46 整外 脳外 皮  
     (医      46) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   循   神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500100,346.6 横浜いずみ学園診療所〒245-0062 045-871-1511医療法人　横浜博萌会長谷川　理 昭63. 9. 1内   精   神内診療所
     戸医346 横浜市戸塚区汲沢町９９１ 常　勤:    1　理事長　髙木　啓吾 小   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501100,353.2 医療法人社団三ッ矢会〒245-0061 045-881-1810医療法人社団三ッ矢会久保　精志 平 2.12.12内   循   胃  診療所
     戸医353 　久保内科胃腸科医院横浜市戸塚区汲沢８－１１－２７常　勤:    1　理事長　久保　精志 呼   放   小  現存
     (医       1) 平23.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502100,354.0 マサカ内科小児科 〒244-0801 045-823-7866医療法人社団マサカク眞坂　孝二 平元.11. 1小   内   消  診療所
     戸医354 横浜市戸塚区品濃町５２３－３ 常　勤:    1リニック　理事長　眞 皮   現存
     (医       1)坂　彰 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503100,355.7 医療法人社団　岩村耳〒244-0801 045-821-9533医療法人社団岩村耳鼻岩村　節子 平 4.11. 1耳い 診療所
     戸医355 鼻咽喉科医院 横浜市戸塚区品濃町５１５－１南常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     の街４－１０６ (医       1)岩村　節子 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504100,356.5 医療法人社団　さいと〒244-0812 045-822-2172医療法人社団　さいと齋藤　美恵 平 2. 1. 1内   小   診療所
     戸医356 うクリニック 横浜市戸塚区柏尾町８１９ 常　勤:    1うクリニック　理事長 現存
     (医       1)　齋藤　美恵 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505100,357.3 佐藤クリニック 〒244-0001 045-864-2700医療法人社団卓友会　佐藤　卓彌 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     戸医357 横浜市戸塚区鳥が丘３－２５ 常　勤:    2理事長　佐藤　卓 外   放   現存
     (医       2) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506100,358.1 紺野整形外科 〒244-0816 045-862-2551医療法人　紺医会　理紺野　勉 平 2. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     戸医358 横浜市戸塚区上倉田町８８４－１常　勤:    1事長　紺野　勉 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
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 1507100,365.6 医療法人社団　安藤眼〒244-0817 045-871-5516医療法人社団安藤眼科安藤　匡子 平11. 4.14眼   診療所
     戸医365 科クリニック 横浜市戸塚区吉田町１１２－２Ｓ常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     ・Ａビル１Ｆ (医       1)安藤　匡子 平23. 4.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508100,368.0 安楽整形外科 〒244-0801 045-825-5115安楽　岩嗣 安楽　岩嗣 平 5. 5. 1整外 リハ 診療所
     戸医368 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清常　勤:    1 新規 現存
     光ビル２階 (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509100,374.8 医療法人社団　福田ウ〒244-0801 045-825-5525医療法人社団　福田ウ福田　勝 平 6.12.15一般         3診療所
     戸医374 イメンズクリニック 横浜市戸塚区品濃町５５０－３木常　勤:    1イメンズクリニック　 組織変更 産婦 現存
     村ビル２階 (医       1)理事長　福田　勝 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510100,375.5 山本内科タワーズ皮膚〒244-0801 045-825-5871医療法人社団　山本内山本　雅則 平 7. 2. 1内   皮   診療所
     戸医375 科 横浜市戸塚区品濃町５３５－２中常　勤:    2科タワーズ皮膚科　理 組織変更 現存
     央街区Ｄ棟３０６号 (医       2)事長　山本　雅則 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511100,379.7 医療法人社団　藤島内〒244-0816 045-862-2555医療法人社団　藤島内藤島　智 平 7. 6. 1内   循   消  診療所
     戸医379 科 横浜市戸塚区上倉田町８８４－１常　勤:    1科　理事長　藤島　智 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512100,380.5 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒244-0801 045-823-4187医療法人社団　鈴木耳鈴木　文雄 平 7. 6. 1耳い アレ 診療所
     戸医380 横浜市戸塚区品濃町５３５－２中常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     央街区Ｄ棟３０４ (医       1)　鈴木　文雄 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513100,381.3 速水内科クリニック 〒245-0063 045-853-0220速水　一雄 速水　一雄 平 8. 1. 1内   診療所
     戸医381 横浜市戸塚区原宿３－５－２５原常　勤:    1 新規 現存
     宿小宮ビル２階 (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514100,384.7 十慈堂病院 〒244-0814 045-823-1010医療法人敬生会　理事佐久　昭 平 8. 8. 1介護        77病院
     戸医384 横浜市戸塚区南舞岡１－２３－９常　勤:    4長　佐久　昭 組織変更 内   神内 皮  療養病床
     (医       4) 平23. 8. 1リハ アレ 現存
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515100,385.4 品濃町内科クリニック〒244-0801 045-823-4156和田　志津子 和田　志津子 平 8. 9.15内   循   診療所
     戸医385 横浜市戸塚区品濃町５１９上條ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516100,386.2 くれ医院 〒244-0801 045-826-0020呉　宏幸 呉　宏幸 平 8.10. 1内   胃   呼  診療所
     戸医386 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清常　勤:    1 新規 こう 外   皮  現存
     光ビル２Ｆ (医       1) 平23.10. 1
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 1517100,387.0 おくがわ胃腸科クリニ〒244-0003 045-862-5010奥川　保 奥川　保 平 8.12. 1胃   こう 呼  診療所
     戸医387 ック 横浜市戸塚区戸塚町４０８８神保常　勤:    1 新規 内   外   現存
     ビル２階 (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518100,388.8 半田医院 〒244-0802 045-821-1235半田　淳 半田　淳 平 8.11.25内   循   皮  診療所
     戸医388 横浜市戸塚区平戸２－３０－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519100,391.2 ソフィア横浜クリニッ〒245-0065 045-854-2234医療法人社団　ピーエ玉城　嘉和 平 9. 2.15一般        19診療所
     戸医391 ク 横浜市戸塚区東俣野町９１１ 常　勤:    2ムエー　理事長　玉城 新規 内   心内 精  現存
     (医       2)　嘉和 平24. 2.15神内 放   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520100,393.8 戸塚エムティークリニ〒244-0003 045-862-0050医療法人社団　戸塚エ千國　宏文 平 9. 5. 1一般        19診療所
     戸医393 ック 横浜市戸塚区戸塚町３９７０－４常　勤:    2ムティークリニック　 組織変更 産   婦   内  現存
     第三富士開発ビル (医       2)理事長　千國　宏文 平24. 5. 1小   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521100,394.6 東戸塚小児クリニック〒244-0801 045-825-1799医療法人　東戸塚小児村田　篤 平 9.12. 1小   内   診療所
     戸医394 横浜市戸塚区品濃町５３５－２ニ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ューシティ東戸塚タワーズシティ(医       1)村田　篤 平21.12. 1
     １ｓｔ３０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522100,396.1 とつか西口クリニック〒244-0003 045-865-6120久保井　実 久保井　実 平19. 4. 1内   小   皮  診療所
     戸医396 横浜市戸塚区戸塚町４１１９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523100,399.5 淳仁会山口皮膚科 〒244-0003 045-861-6663医療法人淳仁会　理事山口　淳子 平17. 1. 1皮   診療所
     戸医399 横浜市戸塚区戸塚町３９１６－１常　勤:    1長　山口　淳子 移動 現存
     ルミエール１０１ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524100,403.5 戸塚医会診療所 〒244-0813 045-820-2211医療法人　戸塚医会　菊池　英弥 平15. 7. 1内   外   整外診療所
     戸医403 横浜市戸塚区舞岡町２５７－１ 常　勤:    1理事長　紺野　勉 移動 現存
     (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525100,404.3 医療法人社団　三穂会〒244-0002 045-861-1675医療法人社団　三穂会坂西　京子 平11. 7. 5一般         4診療所
     戸医404 　満尾医院　眼科・内横浜市戸塚区矢部町６４５－１１常　勤:    1　理事長　坂西　京子 組織変更 眼   内   現存
     科 　１，２Ｆ (医       1) 平23. 7. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1526100,407.6 さとう内科クリニック〒245-0063 045-853-1661佐藤　導直 佐藤　導直 平11.12.15内   放   小  診療所
     戸医407 横浜市戸塚区原宿４－１８－７ 常　勤:    1 新規 アレ 呼   消  現存
     (医       1) 平23.12.15循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527100,410.0 三宅医院 〒245-0061 045-861-2561医療法人　三宅医院　三宅　啓史 平12. 1. 1内   小   外  診療所
     戸医410 横浜市戸塚区汲沢１－１－１８ 常　勤:    1理事長　三宅　啓史 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528100,412.6 まとば眼科 〒244-0816 045-866-1888医療法人社団　まとば的場　博子 平12. 6. 1眼   診療所
     戸医412 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１常　勤:    1眼科　理事長　的場　 組織変更 現存
     プラージュ戸塚２Ｆ (医       1)博子 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529100,413.4 とつか眼科 〒244-0003 045-861-6620医療法人　藤和会　理藤岡　伸欣 平22. 4. 1眼   診療所
     戸医413 横浜市戸塚区戸塚町１６－５ＡＲ常　勤:    1事長　藤岡　伸欣 移動 現存
     Ｋビル３Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530100,416.7 風早内科クリニック 〒244-0805 045-827-1221医療法人社団　康久会本多　達也 平12. 7. 1内   消   診療所
     戸医416 横浜市戸塚区川上町１５１ 常　勤:    1　理事長　本多　達也 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531100,417.5 安藤形成外科皮フ科ク〒244-0817 045-871-6451安藤　晋一郎 安藤　晋一郎 平12. 7. 1形外 皮   診療所
     戸医417 リニック 横浜市戸塚区吉田町１１２－２Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     Ａビル２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532100,418.3 医療法人社団　善仁会〒244-0805 045-827-1881医療法人社団　善仁会小谷　富男 平12. 7.15他   診療所
     戸医418 　東戸塚第一クリニッ横浜市戸塚区川上町８８－１ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ク (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533100,421.7 わかば医院 〒245-0067 045-851-3232医療法人社団　りんご田林　正夫 平12. 8. 1一般         3診療所
     戸医421 横浜市戸塚区深谷町５５－７１ 常　勤:    1会　理事長　田林　正 組織変更 産婦 内   皮  現存
     (医       1)夫 平24. 8. 1ひ   小   眼  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534100,422.5 あいわ内科クリニック〒244-0003 045-881-7800佐藤　健一 佐藤　健一 平12. 9. 1内   神内 診療所
     戸医422 横浜市戸塚区戸塚町３００２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1535100,425.8 にし眼科クリニック 〒244-0801 045-828-4107西　ま帆 西　ま帆 平13. 2.15眼   診療所
     戸医425 横浜市戸塚区品濃町５１７－１パ常　勤:    2 新規 現存
     ークハウス南の街１Ｆ (医       2) 平25. 2.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536100,436.5 小林医院 〒244-0813 045-821-3551小林　真人 小林　真人 平13.10.15内   小   外  診療所
     戸医436 横浜市戸塚区舞岡町８０９ 常　勤:    1 交代 麻   現存
     (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537100,437.3 聖母の園クリニック 〒245-0063 045-853-3117医療法人　一寸奉仕　今村　則江 平13.11. 1内   診療所
     戸医437 横浜市戸塚区原宿４－３５－８ 常　勤:    1理事長　今村　則江 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538100,440.7 修行内科麻酔科クリニ〒244-0811 045-828-3575修行　均 修行　均 平14. 1. 1内   循   胃  診療所
     戸医440 ック 横浜市戸塚区上柏尾町５００－７常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539100,441.5 山路整形外科 〒244-0003 045-871-3780医療法人　山路整形外山路　修身 平21.12. 1整外 リハ 診療所
     戸医441 横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１常　勤:    1科　理事長　山路　修 移動 現存
     サクラス戸塚４０１ (医       1)身 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540100,446.4 なかよしクリニック 〒244-0801 045-821-8600大橋　修一郎 大橋　修一郎 平14. 4.15皮   診療所
     戸医446 横浜市戸塚区品濃町５４３－４Ｒ常　勤:    1 新規 現存
     ＆Ｒビル２Ｆ－Ａ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541100,449.8 おがわ泌尿器科・皮フ〒244-0816 045-862-5001医療法人おがわ泌尿器小川　勝明 平14. 5. 1ひ   皮   診療所
     戸医449 科クリニック 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１常　勤:    1科・皮フ科クリニック 組織変更 現存
     プラージュ戸塚２Ｆ (医       1)　理事長　小川　勝明 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542100,450.6 東戸塚田園眼科クリニ〒244-0801 045-820-3813医療法人社団　滝澤会滝澤　裕一 平14. 6. 1眼   診療所
     戸医450 ック 横浜市戸塚区品濃町５１３－７ 常　勤:    1　理事長　滝澤　裕一 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543100,451.4 東戸塚メンタルクリニ〒244-0801 045-828-1148鳥家　良輔 鳥家　良輔 平14. 7. 1神   心内 精  診療所
     戸医451 ック 横浜市戸塚区品濃町５１４－１ニ常　勤:    1 新規 現存
     ューシティ東戸塚南の街８号館１(医       1) 平26. 7. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544100,452.2 踊場さかいだクリニッ〒245-0061 045-865-3365境田　博之 境田　博之 平14.12. 1整外 リウ 内  診療所
     戸医452 ク 横浜市戸塚区汲沢８－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平20.12. 1
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 1545100,453.0 小川クリニック 〒244-0813 045-822-6650医療法人　小川クリニ小川　博康 平15. 1. 1一般        19診療所
     戸医453 横浜市戸塚区舞岡町２９ 常　勤:    3ック　理事長　小川　 組織変更 産婦 小   内  現存
     (医       3)博康 平21. 1. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546100,454.8 川上診療所 〒244-0805 045-822-5074医療法人　川上診療所鈴木　隆 平15. 1. 1内   小   皮  診療所
     戸医454 横浜市戸塚区川上町３５９ 常　勤:    1　理事長　鈴木　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547100,455.5 医療法人社団スマイル〒244-0801 045-820-6601医療法人社団　スマイ加藤　隆 平15. 1. 1小   アレ 診療所
     戸医455 　スマイルこどもクリ横浜市戸塚区品濃町５５６－８ 常　勤:    6ル　理事長　加藤　隆 組織変更 現存
     ニック東戸塚院 (医       6) 平21. 1. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548100,456.3 横須賀ハートクリニッ〒245-0063 045-853-0227横須賀　達也 横須賀　達也 平15. 3.15循   内   診療所
     戸医456 ク 横浜市戸塚区原宿３－１－６大川常　勤:    1 新規 現存
     ビル１０８号 (医       1) 平21. 3.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549100,457.1 横浜丘の上病院 〒244-0802 045-822-0751医療法人社団緑水会　畑　俊彰 平15. 5. 1精神       218病院
     戸医457 横浜市戸塚区平戸１－２０－２８常　勤:    6理事長　畑　俊治 組織変更 精   神   現存
     (医       6) 平21. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550100,458.9 吉原整形外科 〒245-0062 045-871-8488医療法人吉原整形外科吉原　哲 平15. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     戸医458 横浜市戸塚区汲沢町４７１－３ 常　勤:    1　理事長　吉原　哲 組織変更 内   現存
     (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551100,460.5 よしい内科クリニック〒245-0061 045-861-2511義井　讓 義井　讓 平15. 9. 1内   循   診療所
     戸医460 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６常　勤:    1 新規 現存
     踊場メディカルセンター２Ｆ (医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552100,462.1 あおき整形外科・リウ〒244-0003 045-860-5055青木　茂夫 青木　茂夫 平16. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     戸医462 マチ科 横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８常　勤:    1 新規 現存
     土屋クリニックビル２Ｆ (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1553100,465.4 大滝大腸肛門クリニッ〒244-0003 045-881-3811大瀧　修司 大瀧　修司 平16. 4. 1一般         3診療所
     戸医465 ク 横浜市戸塚区戸塚町４７１１－１常　勤:    1 新規 こう 胃   外  現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554100,467.0 医療法人財団明理会　〒244-0801 045-825-2111医療法人財団明理会　山崎　謙 平16. 4. 1一般       292病院
     戸医467 東戸塚記念病院 横浜市戸塚区品濃町５４８－７ 常　勤:   52理事長　中村　哲也 組織変更 内   外   整外現存
     (医      52) 平22. 4. 1脳外 皮   形外
     非常勤:   85 眼   循   ひ  
     (医      85) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555100,469.6 山川医院 〒244-0815 045-881-2409山川　浩 山川　浩 平16. 4. 1内   循   小  診療所
     戸医469 横浜市戸塚区下倉田町７３ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556100,471.2 クリニックいわたＳＯ〒244-0801 045-824-8823岩田　泰子 岩田　泰子 平16. 5.15精   心内 診療所
     戸医471 ＮＯ 横浜市戸塚区品濃町５１０－４ま常　勤:    1 新規 現存
     んへい東戸塚ビル２階Ｂ (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557100,472.0 若杉診療所 〒244-0003 045-869-5261若杉　純一 若杉　純一 平26. 2. 1内   外   診療所
     戸医472 横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤常　勤:    1 移動 現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558100,473.8 おかもと内科皮膚科ク〒244-0805 045-822-3333医療法人喜堂会　理事岡本　記代士 平16. 6. 1内   呼   循  診療所
     戸医473 リニック 横浜市戸塚区川上町８４－１ケア常　勤:    2長　岡本　記代士 組織変更 皮   アレ 現存
     ハウス・ゆうあい４階Ｂ号室 (医       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559100,474.6 医療法人社団三穂会　〒244-0002 045-862-5677医療法人社団三穂会　坂西　晴三 平16. 8. 1ひ   診療所
     戸医474 坂西医院　泌尿器科 横浜市戸塚区矢部町６４５－１０常　勤:    1理事長　坂西　京子 新規 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560100,476.1 ふじばし内科 〒245-0051 045-813-6161医療法人雲水会　理事北川　節次 平17. 2. 1内   消   循  診療所
     戸医476 横浜市戸塚区名瀬町３６－４ 常　勤:    1長　北川　節次 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561100,478.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 045-864-2065医療法人横浜柏堤会　三宅　浩行 平17. 4. 1眼   皮   形外診療所
     戸医478 戸塚共立第１病院附属横浜市戸塚区戸塚町１１６－３ 常　勤:    4理事長　横川　秀男 新規 現存
     さくらクリニック (医       4) 平23. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1562100,480.3 さとう耳鼻咽喉科クリ〒245-0061 045-869-3387医療法人社団　さとう佐藤　博久 平17. 6. 1耳い アレ 診療所
     戸医480 ニック 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６常　勤:    1耳鼻咽喉科クリニック 組織変更 現存
     踊場メディカルセンター３Ｆ (医       1)　理事長　佐藤　博久 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563100,481.1 ふじわらクリニック 〒245-0062 045-871-2905藤原　誠一郎 藤原　誠一郎 平17. 7.15内   外   診療所
     戸医481 横浜市戸塚区汲沢町１６３平林ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564100,482.9 よつばクリニック 〒245-0063 045-854-0129医療法人社団　りんご松田　徳也 平17. 9. 1皮   アレ 内  診療所
     戸医482 横浜市戸塚区原宿４－１４－１５常　勤:    1会　理事長　田林　正 新規 小   現存
     　１Ｆ (医       1)夫 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565100,485.2 古谷麻酔科クリニック〒244-0817 045-881-3272古谷　実 古谷　実 平18. 1.15麻   診療所
     戸医485 横浜市戸塚区吉田町４７１五月荘常　勤:    1 新規 現存
     １６号室 (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566100,486.0 おたに耳鼻咽喉科 〒245-0063 045-852-7087医療法人　餘薫会　理尾谷　良博 平18. 3. 1耳い アレ 診療所
     戸医486 横浜市戸塚区原宿４－１５－７　常　勤:    1事長　尾谷　良博 組織変更 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567100,488.6 青﨑クリニック 〒245-0063 045-852-6636青﨑　正彦 青﨑　正彦 平18. 4. 1内   循   診療所
     戸医488 横浜市戸塚区原宿４－１４－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568100,489.4 森クリニック 〒245-0067 045-858-5058医療法人社団　森クリ森　潔 平23. 8. 1内   外   他  診療所
     戸医489 横浜市戸塚区深谷町２１９－１ 常　勤:    1ニック　理事長　森　 移動 現存
     (医       1)潔 平23. 8. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569100,491.0 戸塚ヒロ眼科 〒245-0061 045-869-1311佐久間　浩史 佐久間　浩史 平18. 4.15眼   診療所
     戸医491 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６常　勤:    1 新規 現存
     踊場メディカルセンター３Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570100,492.8 しばた医院 〒244-0003 045-865-6666医療法人社団　道愛会柴田　利滿 平18. 5. 1小   アレ 内  診療所
     戸医492 横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８常　勤:    1　理事長　柴田　利滿 組織変更 他   現存
     土屋クリニックビル１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571100,494.4 医療法人社団　友泉会〒245-0061 045-871-5566医療法人社団　友泉会小泉　友喜彦 平18. 6. 1小   アレ 診療所
     戸医494 　小泉小児クリニック横浜市戸塚区汲沢８－５－５　１常　勤:    1　理事長　小泉　友喜 組織変更 現存
     Ｆ (医       1)彦 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1572100,495.1 聖ローザクリニックタ〒244-0801 045-828-6034医療法人社団　マリア柄澤　賢司 平19. 2. 1一般         1診療所
     戸医495 ワーズ 横浜市戸塚区品濃町５３５－２ニ常　勤:    3会　理事長　長井　快 移動 産婦 現存
     ューシティー東戸塚　タワーズシ(医       3)舟 平25. 2. 1
     ティ１Ｓｔ　３０７号室 非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573100,496.9 坂口耳鼻咽喉科気管食〒245-0051 045-814-8733医療法人社団　健翔会坂口　良平 平18. 8. 1耳い 気食 アレ診療所
     戸医496 道科クリニック 横浜市戸塚区名瀬町３６－４ＫＭ常　勤:    1　理事長　坂口　良平 組織変更 現存
     プラザ２Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574100,497.7 オーロラモール眼科ク〒244-0801 045-827-0534西川　朋子 西川　朋子 平19. 2.15眼   診療所
     戸医497 リニック 横浜市戸塚区品濃町５３７－１　常　勤:    1 新規 現存
     オーロラモール東戸塚２階 (医       1) 平25. 2.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575100,498.5 モディ・アイクリニッ〒244-0003 045-330-7513大西　修 大西　修 平25. 3.19眼   診療所
     戸医498 ク 横浜市戸塚区戸塚町１０　戸塚モ常　勤:    1 移動 現存
     ディ３Ｆ (医       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576100,499.3 開花館クリニック 〒244-0003 045-871-6622医療法人横浜いずみ会瀬尾　勲 平25. 8. 1精   神内 心内診療所
     戸医499 横浜市戸塚区戸塚町１６－９カン常　勤:    2　理事長　瀬尾　勲 移動 内   現存
     パニュラＢＬＤ．４Ｆ (医       2) 平25. 8. 1児精　思精
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577100,500.8 ますこクリニック 〒244-0801 045-829-4976医療法人　緑葉会　理増子　洋 平19. 4. 1ひ   外   消  診療所
     戸医500 横浜市戸塚区品濃町５１３－５ 常　勤:    2事長　増子　洋 組織変更 小外 皮   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578100,501.6 司命堂医院 〒244-0003 045-881-0114医療法人社団　司命堂笹沼　鉄郎 平19. 4. 1内   小   循  診療所
     戸医501 横浜市戸塚区戸塚町４０９０ 常　勤:    1会　理事長　笹沼　鉄 組織変更 皮   胃   放  現存
     (医       1)郎 平25. 4. 1アレ 呼   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579100,502.4 ふれあい東戸塚ホスピ〒244-0806 045-827-2637医療法人社団　健齢会石代　欣一郎 平19. 4.18療養        53病院
     戸医502 タル 横浜市戸塚区上品濃１６－８ 常　勤:    5　理事長　大屋敷　芙 その他 一般        97現存
     (医       5)志枝 平25. 4.18内   外   整外
     非常勤:   14 皮   神内 リハ
     (医      14) 精   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1580100,503.2 アリスクリニック 〒244-0801 045-827-1212医療法人社団　善人会 本　雅人 平20. 1.15内   心内 皮  診療所
     戸医503 横浜市戸塚区品濃町５３８－１　常　勤:    1　理事長　 本　雅人 移動 リハ 精   現存
     東戸塚中央ビル５階５０２号室 (医       1) 平26. 1.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581100,504.0 ミズタ整形外科 〒244-0805 045-827-1177医療法人　神徳会　理水田　隆之 平19. 6. 1整外 リハ 診療所
     戸医504 横浜市戸塚区川上町８４－１ケア常　勤:    1事長　水田　隆之 組織変更 現存
     ハウスゆうあい４Ｆ－Ａ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582100,505.7 ブルックスレディース〒244-0003 045-862-4510小川　秀臣 小川　秀臣 平23. 4.21産婦 診療所
     戸医505 クリニック 横浜市戸塚区戸塚町８　ラピス２常　勤:    1 移動 現存
     　２Ｆ　２０７ (医       1) 平23. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583100,507.3 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 045-869-4600医療法人横浜柏堤会　北山　和貴 平19. 9. 1内   外   婦  診療所
     戸医507 戸塚共立メディカルサ横浜市戸塚区戸塚町３９７０－５常　勤:    4理事長　横川　秀男 新規 皮   現存
     テライトクリニック (医       4) 平25. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584100,511.5 相沢医院 〒244-0817 045-881-0375相澤　秀樹 相澤　秀樹 平20. 1. 1内   小   診療所
     戸医511 横浜市戸塚区吉田町６５１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585100,512.3 ゆめはまクリニック 〒244-0813 045-828-2007樹田　康子 樹田　康子 平20. 1.15内   消   小  診療所
     戸医512 横浜市戸塚区舞岡町３４０６ 常　勤:    2 新規 麻   現存
     (医       2) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586100,514.9 東戸塚こども発達クリ〒244-0805 045-828-2800小澤　武司 小澤　武司 平20. 5. 1小   精   診療所
     戸医514 ニック 横浜市戸塚区川上町８８－１８　常　勤:    1 新規 現存
     第８笠原ビル２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587100,516.4 とつか整形外科皮フ科〒244-0817 045-869-1215内藤　勝行 内藤　勝行 平20. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     戸医516 横浜市戸塚区吉田町９４４－５Ｋ常　勤:    1 新規 皮   現存
     ＡＷＡＲＡ２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588100,517.2 鳥が丘クリニック 〒244-0001 045-869-6640安芸　都司雄 安芸　都司雄 平20. 9. 1内   脳外 診療所
     戸医517 横浜市戸塚区鳥が丘３８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1589100,518.0 内科小児科むかひら医〒245-0061 045-861-4160医療法人内科小児科む向平　淳 平20. 9.24内   小   診療所
     戸医518 院 横浜市戸塚区汲沢１－３９－２４常　勤:    1かひら医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)向平　淳 平26. 9.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590100,519.8 下倉田ハートクリニッ〒244-0815 045-869-0381悦田　浩邦 悦田　浩邦 平20.12. 1内   他   診療所
     戸医519 ク 横浜市戸塚区下倉田町９４５－１常　勤:    1 新規 現存
     　１Ｆ・２Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591100,520.6 なぎクリニック 〒244-0805 045-827-3672遠藤　青磁 遠藤　青磁 平21. 4. 1精   心内 診療所
     戸医520 横浜市戸塚区川上町８８－１東横常　勤:    1 新規 現存
     ビル東戸塚３ＦーＤ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592100,521.4 おおくぼ総合内科クリ〒244-0805 045-383-9805大久保　辰雄 大久保　辰雄 平21. 7. 1内   心内 外  診療所
     戸医521 ニック 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ常　勤:    1 新規 精   他   現存
     ラ東戸塚　３Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593100,523.0 片桐眼科クリニック 〒244-0805 045-392-5263片桐　喜彰 片桐　喜彰 平21.11. 1眼   診療所
     戸医523 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ常　勤:    1 新規 現存
     ラ東戸塚３Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594100,524.8 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 045-869-1500医療法人横浜柏堤会　久保田　七美 平21.12. 1耳い 小   診療所
     戸医524 戸塚共立おとキッズク横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１常　勤:    2理事長　横川　秀男 新規 現存
     リニック サクラス戸塚ビル５０１ (医       2) 平21.12. 1
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595100,525.5 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 045-869-6888医療法人横浜柏堤会　猪井　美子 平21.12. 1内   精   心内診療所
     戸医525 戸塚共立サクラスクリ横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１常　勤:    1理事長　横川　秀男 新規 外   小外 皮  現存
     ニック サクラス戸塚ビル６０１ (医       1) 平21.12. 1ひ   他   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596100,526.3 うえの小児科クリニッ〒244-0817 045-869-0311医療法人社団　慶寛会植野　悦司 平22. 1. 1小   アレ 診療所
     戸医526 ク 横浜市戸塚区吉田町９４４－５　常　勤:    1　理事長　植野　悦司 交代 現存
     ＫＡＷＡＲＡ１０２ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597100,527.1 なかつじ医院 〒245-0063 045-392-6768中逵　貢 中逵　貢 平22. 4. 1内   診療所
     戸医527 横浜市戸塚区原宿５－３３－６ド常　勤:    1 新規 現存
     エル原宿Ⅱ　１Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1598100,529.7 医療法人横浜柏堤会　〒244-0003 045-869-1557医療法人横浜柏堤会　戸塚　大輔 平22. 4. 1内   他   診療所
     戸医529 戸塚共立ステーション横浜市戸塚区戸塚町１６－１戸塚常　勤:    2理事長　横川　秀男 新規 現存
     クリニック 西口共同ビルＡ５０５ (医       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599100,531.3 ながのクリニック 〒244-0816 045-392-8612永野　靖彦 永野　靖彦 平22. 9. 1外   内   他  診療所
     戸医531 横浜市戸塚区上倉田町４８１－１常　勤:    1 新規 現存
     　八恍ビル１Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600100,532.1 翠戸塚クリニック 〒244-0003 045-392-8416奥平　謙一 奥平　謙一 平22.11. 1心内 精   診療所
     戸医532 横浜市戸塚区戸塚町４１１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601100,534.7 とつか西口整形外科 〒244-0003 045-869-3100医療法人　紺医会　理三木　英之 平23. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     戸医534 横浜市戸塚区戸塚町５０５６－４常　勤:    1事長　紺野　勉 新規 現存
     　アスクレピオス戸塚２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602100,535.4 グリーンクリニック 〒245-0063 045-858-6081医療法人社団　りんご八十島　唯義 平23. 4. 1内   小   診療所
     戸医535 横浜市戸塚区原宿４－１４－１５常　勤:    1会　理事長　田林　正 新規 現存
     －２Ｆ (医       1)夫 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603100,537.0 戸塚はなむら耳鼻咽喉〒244-0816 045-869-1987花村　英明 花村　英明 平23. 4. 1耳い アレ 診療所
     戸医537 科 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１常　勤:    1 新規 現存
     １　第５吉本ビル４Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604100,538.8 戸塚こどもクリニック〒244-0003 045-869-3715川原　清美 川原　清美 平23. 4. 1小   アレ 診療所
     戸医538 横浜市戸塚区戸塚町１８３－２３常　勤:    1 新規 現存
     　１８３ビル１Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605100,539.6 戸塚西口さとう内科 〒244-0003 045-869-5885佐藤　孔信 佐藤　孔信 平23. 4. 1内   精   他  診療所
     戸医539 横浜市戸塚区戸塚町５０５６－４常　勤:    1 新規 現存
     　アスクレピオス戸塚３Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606100,540.4 和田医院 〒245-0052 045-811-1116医療法人　医篤会　理和田　隆 平23. 4. 1内   小   皮  診療所
     戸医540 横浜市戸塚区秋葉町１３１－３ 常　勤:    2事長　和田　隆 交代 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1607100,541.2 内田医院Ｙこどもクリ〒244-0003 045-520-8716医療法人　内田会　理山崎　扶佐江 平23. 4. 1小   アレ 内  診療所
     戸医541 ニック 横浜市戸塚区戸塚町８　ラピス戸常　勤:    1事長　白木　富士夫 交代 現存
     塚２　１Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608100,542.0 聖ローザクリニック　〒244-0801 045-820-6303医療法人社団　マリア長井　快舟 平23. 6. 1一般        19診療所
     戸医542 本院 横浜市戸塚区品濃町５０９－３ 常　勤:    4会　理事長　長井　快 新規 産   婦   小  現存
     (医       4)舟 平23. 6. 1麻   他   
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609100,543.8 髙橋整形外科クリニッ〒244-0801 045-828-0255髙橋　晃 髙橋　晃 平23. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     戸医543 ク 横浜市戸塚区品濃町５３５－２　常　勤:    1 新規 現存
     ニューシティ東戸塚タワーズシテ(医       1) 平23. 6. 1
     ィ１ｓｔ２０４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610100,544.6 いしずえ整形外科 〒244-0003 045-881-1188大久保　俊彦 大久保　俊彦 平23. 8. 1整外 診療所
     戸医544 横浜市戸塚区戸塚町１６－１２　常　勤:    1 新規 現存
     フタバヤビル５・６Ｆ (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611100,545.3 イシイクリニック 〒244-0003 045-861-3333石井　康滋 石井　康滋 平24. 1. 1内   麻   他  診療所
     戸医545 横浜市戸塚区戸塚町４１３３石井常　勤:    1 新規 現存
     ビル　２Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612100,546.1 戸塚小林皮ふ科 〒244-0816 045-869-0828小林　めぐみ 小林　めぐみ 平24. 4. 1皮   他   診療所
     戸医546 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１常　勤:    1 新規 現存
     １第５吉本ビル３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613100,547.9 東戸塚脳神経外科クリ〒244-0801 045-829-0330中山　敏 中山　敏 平24. 5. 1脳外 内   診療所
     戸医547 ニック 横浜市戸塚区品濃町５４８－２東常　勤:    2 新規 現存
     戸塚ＮＳビル１Ｆ (医       2) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614100,549.5 戸塚いとう内科クリニ〒244-0817 045-869-3123伊藤　英幸 伊藤　英幸 平25. 4. 1内   アレ 皮  診療所
     戸医549 ック 横浜市戸塚区吉田町９３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615100,550.3 井上眼科 〒244-0812 045-822-2520井上　順 井上　順 平25. 4. 1眼   診療所
     戸医550 横浜市戸塚区柏尾町１０１６－２常　勤:    1 交代 現存
     　１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1616100,551.1 堀口クリニック 〒244-0816 045-869-6464医療法人社団速医会　堀口　速史 平25. 4. 1内   外   アレ診療所
     戸医551 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１常　勤:    1理事長　堀口　速史 交代 他   現存
     １　第五吉本ビル１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617100,552.9 いえまさ脳神経外科ク〒244-0003 045-869-0881医療法人社団　鳳凰会張　家正 平25. 4. 1脳外 内   診療所
     戸医552 リニック 横浜市戸塚区戸塚町５０５６－４常　勤:    1　理事長　張　家正 交代 現存
     　アスクレピオス戸塚２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618100,553.7 聖ローザクリニック　〒244-0003 045-860-0321医療法人社団マリア会木戸　進 平25. 6. 1産   婦   診療所
     戸医553 戸塚 横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤常　勤:    1　理事長　長井　快舟 新規 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619100,554.5 東戸塚ホームケアクリ〒244-0805 045-820-2678松本　伸明 松本　伸明 平25. 6. 1内   外   診療所
     戸医554 ニック 横浜市戸塚区川上町１７７－１セ常　勤:    1 交代 現存
     ピアコート東戸塚１Ｄ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620101,000.8 横浜メンタルクリニッ〒244-0816 045-869-0707医療法人南山会　理事早馬　俊 平25.11. 1心内 精   内  診療所
     戸医1000 ク戸塚 横浜市戸塚区上倉田町４９４－８常　勤:    1長　早馬　俊 交代 現存
     ＣＲＯＳＳ　ＲＯＡＤⅡ５Ｆ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621101,001.6 平成横浜病院 〒244-0003 045-860-1777医療法人横浜平成会　三輪　健 平25.12. 1一般        95病院
     (103,000.6) 横浜市戸塚区戸塚町５５０ 常　勤:   11理事長　武久　洋三 交代 内   神内 呼内現存
     戸医1001 (医       8) 平25.12. 1外   整外 眼  
     (歯       3) 歯   歯外 リハ
     非常勤:   73 ひ   皮   麻  
     (医      69) 耳い 
     (歯       4) 循内　消内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622101,002.4 医療法人社団白百合会〒245-0066 045-435-5577医療法人社団白百合会大塚　正史 平26. 4. 1内   小   診療所
     戸医1002 　戸塚白百合クリニッ横浜市戸塚区俣野町４６１ 常　勤:    1　理事長　大塚　正史 新規 循内 現存
     ク (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1623101,003.2 戸塚西口りんどうクリ〒244-0003 045-862-3600加藤　大慈 加藤　大慈 平26. 5. 1精   心内 診療所
     戸医101 ニック 横浜市戸塚区戸塚町１０８－３金常　勤:    1 新規 現存
     子ビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624101,004.0 横浜メンタルクリニッ〒244-0003 045-869-0703医療法人南山会　理事野地　正樹 平26. 5. 1心内 精   内  診療所
     戸医1004 ク・ラピス 横浜市戸塚区戸塚町８ラピス戸塚常　勤:    1長　早馬　俊 新規 現存
     ２－２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625101,005.7 海のこどもクリニック〒244-0805 045-390-0841医療法人　宝島会　理海野　寿美 平26. 4. 1小   診療所
     戸医1005 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ常　勤:    1事長　海野　寿美 交代 現存
     ラ東戸塚３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626101,006.5 医療法人則愛会　戸塚〒244-0003 045-862-5800医療法人則愛会　理事中村　貴幸 平26. 4. 1内   アレ 呼内診療所
     戸医1006 内科医院 横浜市戸塚区戸塚町１５７フタバ常　勤:    1長　中村　貴幸 交代 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627101,007.3 戸塚駅前鈴木眼科 〒244-0003 045-860-7888医療法人　戸塚駅前鈴鈴木　美砂 平26. 5. 1眼   診療所
     戸医1007 横浜市戸塚区戸塚町１６－１トツ常　勤:    1木眼科　理事長　鈴木 交代 現存
     カーナ５Ｆ (医       1)　高佳 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628101,008.1 汲沢中央診療所 〒245-0061 045-881-5572上田　隆博 上田　隆博 平26. 7. 1内   小   外  診療所
     戸医1008 横浜市戸塚区汲沢８－２９－１６常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629101,009.9 東戸塚こもれびキッズ〒244-0801 045-826-3555林　憲一 林　憲一 平26. 9. 1小   診療所
     戸医1009 クリニック 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清常　勤:    1 新規 現存
     光ビル３Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630101,010.7 戸塚クリニック 〒244-0002 045-864-2110村松　賢一 村松　賢一 平26. 9. 1内   小   診療所
     戸医1010 横浜市戸塚区矢部町６４９ 常　勤:    1 交代 循内　糖内泌内現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631101,011.5 横浜南まほろば診療所〒244-0815 045-866-1551山田　英人 山田　英人 平26.11. 1内   呼内 診療所
     戸医1011 横浜市戸塚区下倉田町１８８３サ 新規 緩ケア内 現存
     ミット戸塚下倉田店２Ｆ 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1632980,352.9 横浜市戸塚地域療育セ〒244-0805 045-825-1181横浜市長 渡辺　幸恵 平元.10. 1精   神   小  診療所
     戸医352 ンター診療所 横浜市戸塚区川上町４－４ 常　勤:    1 耳い リハ 現存
     (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 045-851-2621独立行政法人国立病院工藤　一大 昭32. 7. 1一般       470病院
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 常　勤:  141機構　理事長　桐野　 精神        40現存
     戸医2 ー (医     139)髙明 平23. 7. 1内   心内 精  
     (歯       2) 神内 アレ リウ
     非常勤:   57 小   外   整外
     (医      57) 形外 脳外 呼外
     心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634051,001.6 相原アレルギー科・小〒232-0022 045-261-0737相原　雄幸 相原　雄幸 平26. 5. 1アレ 小   リウ診療所
     南医1001 児科クリニック 横浜市南区高根町３－１７ストー常　勤:    1 新規 皮   現存
     ク大通り公園参番館２０１ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635310,174.8 医療法人正和会　日野〒234-0051 045-843-8511医療法人正和会　理事馬場　淳臣 昭36. 8. 1精神       304病院
     (316,174.2) 病院 横浜市港南区日野３－９－３ 常　勤:    6長　鈴木　隆夫 精   神   歯  現存
     港南医174 (医       5) 平24. 8. 1
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636310,247.2 佐藤医院 〒233-0017 822-5454 佐藤　弘道 佐藤　弘道 昭44. 4.15内   胃   小  診療所
     港南医247 横浜市港南区下永谷町３－９－１常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637310,263.9 港南ひふ科医院 〒233-0001 045-841-6711大河内　紀子 大河内　紀子 平20. 9. 1皮   診療所
     港南医263 横浜市港南区上大岡東１－９－５常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638310,272.0 ももい港南台産婦人科〒234-0054 045-832-0311桃井　俊美 桃井　俊美 平17.10. 1産婦 診療所
     港南医272 クリニック 横浜市港南区港南台３－４－３４常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1639310,275.3 青木医院 〒233-0015 045-844-6001青木　孝義 青木　孝義 昭50. 1. 1内   小   診療所
     港南医275 横浜市港南区日限山２－１－１７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640310,280.3 産婦人科斉藤医院 〒234-0055 045-831-6111斉藤　清 斉藤　清 昭50.12. 1一般         8診療所
     港南医280 横浜市港南区日野南２－１６－３常　勤:    1 産婦 内   現存
     ２ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641310,285.2 社会福祉法人同塵会　〒233-0016 045-822-5911社会福祉法人同塵会　河村　百合子 昭51. 6.15内   診療所
     港南医285 和光診療所 横浜市港南区下永谷４ー２１ー１常　勤:    1理事長　松井　住仁 現存
     ０ (医       1) 平18. 6.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642310,289.4 港南台眼科医院 〒234-0054 045-832-3299安永　恒之 安永　恒之 昭52. 3. 1眼   診療所
     港南医289 横浜市港南区港南台６－４－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643310,297.7 下斗米医院 〒234-0055 045-893-5041下斗米　英一 下斗米　英一 昭52. 7. 1一般         3診療所
     港南医297 横浜市港南区日野南６－４４－２常　勤:    1 胃   外   現存
     ２ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644310,303.3 小島小児科医院 〒233-0011 045-823-1121小島　碩哉 小島　碩哉 昭53. 1.15小   眼   診療所
     港南医303 横浜市港南区東永谷２－２－２０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645310,311.6 矢沢胃腸科外科医院 〒234-0056 045-843-1722矢沢　壽郎 矢沢　壽郎 昭53. 9. 1胃   小   外  診療所
     港南医311 横浜市港南区野庭町６７２－２ 常　勤:    1 小外 こう 放  現存
     (医       1) 平23. 9. 1内   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646310,315.7 横浜東邦病院 〒233-0008 045-741-2511梅田　嘉明 梅田　嘉明 昭54. 4.15一般        47病院
     港南医315 横浜市港南区最戸１－３－１６ 常　勤:    7 整外 リハ 内  現存
     (医       7) 平24. 4.15外   眼   循  
     非常勤:   24 ひ   皮   
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647310,316.5 横浜市港南区休日急患〒233-0004 045-842-8806一般社団法人横浜市港山崎　具基 昭54. 5. 1内   小   診療所
     港南医316 診療所 横浜市港南区港南中央通７－２９常　勤:    1南区医師会　理事長　 現存
     (医       1)山崎　具基 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1648310,323.1 いずみ耳鼻咽喉科医院〒233-0012 045-843-4133飯泉　修 飯泉　修 昭55. 7. 1耳い 診療所
     港南医323 横浜市港南区上永谷２－１１－１常　勤:    1 現存
     いずみプラザ１２６号 (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649310,331.4 医療法人社団　成仁会〒233-0013 045-842-1121医療法人社団成仁会　松井　住仁 昭59. 3. 1一般        97病院
     港南医331 　長田病院 横浜市港南区丸山台２－２－１０常　勤:    8理事長　松井　住仁 内   外   整外現存
     (医       8) 平23. 3. 1放   リハ ひ  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650310,335.5 上永谷中央診療所 〒233-0013 045-844-5430鈴木　馨一郎 鈴木　馨一郎 昭56. 8. 1胃   外   こう診療所
     港南医335 横浜市港南区丸山台２－３４ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651310,336.3 医療法人社団誠友会　〒233-0007 045-845-2681医療法人社団誠友会　井上　明美 昭56.11. 1内   外   胃  診療所
     (316,336.7) さつき台診療所 横浜市港南区大久保３－３９－６常　勤:    2理事長　岡　和雄 整外 循   歯  現存
     港南医336 (医       1) 平23.11. 1
     (歯       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652310,340.5 三宅クリニック 〒233-0002 045-845-1378三宅　弘子 三宅　弘子 昭57. 8. 1精   神内 放  診療所
     港南医340 横浜市港南区上大岡西２－９－２常　勤:    1 現存
     ８ホワイトプラザ１Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653310,343.9 恩賜財団済生会　横浜〒234-0054 045-832-1111社会福祉法人恩賜財団今田　敏夫 昭58. 5. 1一般       500地域支援
     (316,343.3) 市南部病院 横浜市港南区港南台３－２－１０常　勤:  217済生会支部神奈川県済 内   神内 精  病院
     港南医343 (医     214)生会　支部長　正木　 平22. 5. 1小   外   形外現存
     (歯       3)義博 整外 脳外 心外
     非常勤:  137 皮   ひ   産婦
     (医     128) 眼   耳い リハ
     (歯       9) 放   麻   歯外
     病理 呼内 他  
     消内　腎内　糖
     ・内泌内　血内
     　循内　消外　
     救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654310,344.7 江口耳鼻咽喉科医院 〒233-0013 045-845-5666江口　哲 江口　哲 昭58. 7. 1気食 耳い 診療所
     港南医344 横浜市港南区丸山台２－３－１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1655310,345.4 上大岡皮膚科 〒233-0002 045-844-1415水野　淳子 水野　淳子 昭58. 7. 1内   小   皮  診療所
     港南医345 横浜市港南区上大岡西２－１－２常　勤:    1 現存
     ３　 (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656310,347.0 渡辺小児科医院 〒234-0054 045-831-0130渡辺　順子 渡辺　順子 昭59. 1. 1小   診療所
     港南医347 横浜市港南区港南台４－２８－３常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657310,349.6 梅田内科小児科 〒233-0013 045-845-6655梅田　みほ子 梅田　みほ子 平12.12. 1内   小   診療所
     港南医349 横浜市港南区丸山台３－２６－１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658310,352.0 医療法人社団　厚済会〒233-0002 045-844-5739医療法人社団　厚済会大西　俊正 平17. 7. 4内   診療所
     港南医352 　上大岡仁正クリニッ横浜市港南区上大岡西１－１０－常　勤:    6　理事長　山口　聡 移動 循内　消内　腎現存
     ク １ (医       6) 平23. 7. 4内　人透内
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659310,358.7 医療法人社団仁明会　〒233-0004 045-842-1838医療法人社団仁明会　秋山　武仁 昭62. 6.15一般        52病院
     港南医358 秋山脳神経外科・内科横浜市港南区港南中央通１－１ 常　勤:    3理事長　秋山　武仁 内   神   循  現存
     病院 (医       3) 平23. 6.15小   外   整外
     非常勤:   25 脳外 放   
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660310,360.3 岡田眼科 〒234-0054 045-832-0808岡田　栄一 岡田　栄一 昭63. 3.15眼   診療所
     港南医360 横浜市港南区港南台５－６－３７常　勤:    7 現存
     (医       7) 平24. 3.15
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661310,362.9 則武眼科医院 〒234-0055 045-846-9321則武　久美子 則武　久美子 平元. 4.15眼   診療所
     港南医362 横浜市港南区日野南５－９－１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662310,364.5 八木小児科医院 〒234-0056 045-845-1177医療法人昭義会　理事八木　禧昭 平元. 7. 1小   内   アレ診療所
     港南医364 横浜市港南区野庭町５９９－９ 常　勤:    1長　八木　禧昭 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663310,366.0 中村眼科医院 〒233-0013 045-845-2946医療法人社団中村眼科中村　徹 平元. 8. 1眼   診療所
     港南医366 横浜市港南区丸山台３－２－５ 常　勤:    1　理事長　中村　徹 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1664310,367.8 古家内科医院 〒233-0013 045-844-3080医療法人社団古家内科古家　正 平元.11. 1内   呼   循  診療所
     港南医367 横浜市港南区丸山台２－３４－８常　勤:    2医院　理事長　古家　 小   現存
     (医       2)堯 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665310,370.2 中島整形外科 〒234-0054 045-832-4184医療法人社団中島整形中島　啓雅 平 2. 4. 1外   整外 リハ診療所
     港南医370 横浜市港南区港南台４－７－１２常　勤:    1外科　理事長　中島　 現存
     (医       1)啓雅 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666310,371.0 医療法人社団　榎戸診〒234-0054 045-831-6597医療法人社団　榎戸診渡辺　玲子 平 2. 4. 1眼   診療所
     港南医371 療所 横浜市港南区港南台９－２８－８常　勤:    1療所　理事長　渡辺　 現存
     (医       1)玲子 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667310,372.8 村上皮フ科クリニック〒233-0002 045-845-5277医療法人社団村上皮フ村上　通敏 平 2. 7. 1皮   診療所
     港南医372 横浜市港南区上大岡西１－１６－常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     １７ (医       1)　村上　通敏 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668310,373.6 医療法人社団寿啓会　〒233-0013 045-845-6622医療法人社団寿啓会　原口　壽夫 平 2. 7. 1小   循   内  診療所
     港南医373 原口小児科医院 横浜市港南区丸山台３－４１－１常　勤:    1理事長　原口　壽夫 アレ 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669310,374.4 医療法人社団　藤原整〒233-0002 045-842-2006医療法人社団藤原整形藤原　克彦 平 2. 7. 1整外 リハ 診療所
     港南医374 形外科医院 横浜市港南区上大岡西２－９－１常　勤:    1外科医院　理事長　藤 現存
     ０－２０７ (医       1)原　克彦 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670310,379.3 医療法人社団　塩田眼〒234-0054 045-831-3006医療法人社団塩田眼科塩田　孝雄 平 3. 6.24眼   診療所
     港南医379 科医院 横浜市港南区港南台４－１－１テ常　勤:    1医院　理事長　塩田　 現存
     スコビル３Ｆ (医       1)孝雄 平24. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671310,381.9 小田医院 〒233-0011 045-822-4300医療法人社団　小田医小田　治男 平12. 4.17整外 リハ 外  診療所
     港南医381 横浜市港南区東永谷１－７－３ 常　勤:    1院　理事長　小田　治 移動 皮   現存
     (医       1)男 平24. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672310,383.5 竹田こどもクリニック〒233-0012 045-846-1088竹田　弘 竹田　弘 平 4. 6.15小   診療所
     港南医383 横浜市港南区上永谷２－１１－１常　勤:    1 現存
     いずみプラザ上永谷１１２ (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673310,387.6 さくら山科眼科 〒233-0002 045-847-0041山科　正子 山科　正子 平15.12. 3眼   診療所
     港南医387 横浜市港南区上大岡西１－１５－常　勤:    2 移動 現存
     １カミオ２Ｆ (医       2) 平21.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674310,388.4 医療法人社団一鶴会　〒234-0054 045-834-1556医療法人社団一鶴会　陳　百嵩 平 5. 4. 1内   小   診療所
     港南医388 サン・クリニック 横浜市港南区港南台３－２４－６常　勤:    1理事長　陳　百嵩 組織変更 現存
     　２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
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 1675310,389.2 港南台耳鼻咽喉科 〒234-0054 045-831-3387医療法人社団松翁会　翁　述民 平 5. 5. 1耳い 診療所
     港南医389 横浜市港南区港南台４－７－２９常　勤:    1理事長　翁　述民 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676310,397.5 浅井耳鼻咽喉科医院 〒233-0001 045-842-0596医療法人社団　浅井耳浅井　和康 平 6.11. 1耳い 診療所
     港南医397 横浜市港南区上大岡東１－１１－常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     ３２ (医       1)　浅井　和康 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677310,400.7 横浜南クリニック 〒234-0054 045-834-2224医療法人社団　朋進会柴田　和彦 平 6.10.15内   診療所
     港南医400 横浜市港南区港南台３－３－１港常　勤:    3　理事長　薩田　英久 新規 現存
     南台２１４ビル (医       3) 平24.10.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678310,402.3 医療法人社団　山崎胃〒234-0054 045-834-1243医療法人社団　山崎胃山崎　具基 平 7. 2. 1胃   内   診療所
     港南医402 腸科内科クリニック 横浜市港南区港南台９－２９－２常　勤:    1腸科内科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　山崎　具基 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679310,403.1 西條クリニック 〒234-0054 045-834-2213西條　正城 西條　正城 平 7. 4.15形外 診療所
     港南医403 横浜市港南区港南台３－３－１港常　勤:    1 新規 現存
     南台２１４ビル　２１２号 (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680310,408.0 中山Ｕクリニック 〒234-0054 045-832-7766中山　孝一 中山　孝一 平 8. 2.15ひ   診療所
     港南医408 横浜市港南区港南台３－１６－２常　勤:    1 新規 現存
     ７－１０１ (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681310,410.6 諸井クリニック 〒233-0002 045-845-5543医療法人社団シュアネ諸井　球樹 平 8. 6. 1内   消   循  診療所
     港南医410 横浜市港南区上大岡西１－１３－常　勤:    2ス　理事長　諸井　球 組織変更 現存
     １８ニックアーバン２Ｆ (医       2)樹 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682310,411.4 医療法人裕徳会　港南〒234-0054 045-831-8181医療法人裕徳会　理事神谷　周良 平 8. 7. 1一般        84病院
     港南医411 台病院 横浜市港南区港南台２－７－４１常　勤:    5長　神谷　泰子 組織変更 内   外   ひ  現存
     (医       5) 平23. 7. 1整外 形外 美外
     非常勤:   26 放   リハ 他  
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683310,412.2 うすい耳鼻咽喉科クリ〒233-0002 045-848-7610臼居　洋行 臼居　洋行 平 8. 9.15耳い 診療所
     港南医412 ニック 横浜市港南区上大岡西１－６－１常　勤:    1 新規 現存
     京急百貨店７階 (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684310,415.5 今井内科クリニック 〒233-0015 045-845-7022今井　健介 今井　健介 平 8.10. 1内   循   小  診療所
     港南医415 横浜市港南区日限山２－１－３３常　勤:    1 新規 現存
     日限山開成ビル３Ｆ (医       1) 平23.10. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   189 頁

 1685310,417.1 マキ医院 〒234-0054 045-835-0707医療法人社団　杢生会長谷川　真樹 平 8.12. 1内   循   診療所
     港南医417 横浜市港南区港南台９－２２－５常　勤:    1　理事長　長谷川　真 組織変更 現存
     (医       1)樹 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686310,418.9 吉田医院 〒234-0054 045-832-0655医療法人社団　健徳会吉田　文雄 平 8.12. 1内   小   整外診療所
     港南医418 横浜市港南区港南台７－８－４６常　勤:    2　理事長　吉田　文雄 組織変更 他   現存
     (医       2) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687310,419.7 でんぽう皮フ科クリニ〒233-0013 045-845-8070医療法人社団　健信会傳寳　憲一 平 8.12. 1皮   診療所
     港南医419 ック 横浜市港南区丸山台１－１３－２常　勤:    1　理事長　傳寳　憲一 組織変更 現存
     ０サンライトビル２階３号 (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688310,423.9 片山こどもクリニック〒233-0002 045-844-7577医療法人社団　片山こ片山　章 平 9. 4. 1小   診療所
     港南医423 横浜市港南区上大岡西２－３ビル常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     ディングアルダ２階 (医       1)長　片山　章 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689310,424.7 打越・河村眼科 〒234-0052 045-843-7325河村　知英 河村　知英 平18.10.18眼   診療所
     港南医424 横浜市港南区笹下２－４－１９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690310,429.6 桜丘産婦人科医院 〒233-0008 045-731-0447漢那　磨理意 漢那　磨理意 平10. 2.18一般        19診療所
     港南医429 横浜市港南区最戸１－１８－１５常　勤:    3 交代 産婦 麻   現存
     (医       3) 平22. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691310,430.4 池田内科クリニック 〒234-0052 045-843-7830池田　喜明 池田　喜明 平10. 7. 1内   小   診療所
     港南医430 横浜市港南区笹下２－２０－３７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692310,431.2 医療法人　健生会　朝〒233-0002 045-842-0385医療法人　健生会　理永森　哲也 平12. 5. 1内   整外 皮  診療所
     港南医431 倉クリニック 横浜市港南区上大岡西２－１３－常　勤:    1事長　朝倉　昌人 移動 ひ   リハ 現存
     １６ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693310,432.0 愛希整形外科 〒233-0015 045-823-6617金本　勲 金本　勲 平10.10. 1整外 リハ 診療所
     港南医432 横浜市港南区日限山１－５７－４常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694310,435.3 黒沢クリニック 〒234-0054 045-833-9632黒澤　弘之進 黒澤　弘之進 平10.12. 1胃   内   診療所
     港南医435 横浜市港南区港南台７－４２－３常　勤:    1 新規 現存
     ０サンライズ港南台２０１ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1695310,438.7 よねもと眼科 〒233-0013 045-840-0068米本　淳一 米本　淳一 平11. 4. 1眼   診療所
     港南医438 横浜市港南区丸山台１－１３－２常　勤:    1 新規 現存
     ０上永谷駅前サンライトビル１Ｆ(医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696310,439.5 くすのきクリニック 〒234-0054 045-833-5855 部　芳晴 部　芳晴 平11.10. 1内   診療所
     港南医439 横浜市港南区港南台４－１－１テ常　勤:    1 新規 現存
     スコビル２１２ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697310,441.1 冨永耳鼻咽喉科アレル〒234-0054 045-834-3334医療法人社団　信陽会冨永　信次 平11.11. 1耳い アレ 診療所
     港南医441 ギー科 横浜市港南区港南台７－４２－３常　勤:    1　理事長　冨永　信次 組織変更 現存
     ０サンライズ港南台２１０号 (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698310,442.9 医療法人　健生会　朝〒233-0016 045-824-0202医療法人　健生会　理黒瀬　満郎 平11.12. 1一般        26病院
     港南医442 倉病院 横浜市港南区下永谷５－８１－１常　勤:    2事長　朝倉　昌人 新規 療養        84療養病床
     ２ (医       2) 平23.12. 1内   外   整外現存
     非常勤:   15 リハ 皮   
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699310,445.2 下永谷こどもクリニッ〒233-0015 045-822-4976半澤　典生 半澤　典生 平12. 4.15小   診療所
     港南医445 ク 横浜市港南区日限山１－５７－４常　勤:    1 新規 現存
     ０－２Ｆ－Ｃ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700310,446.0 豊福医院 〒233-0012 045-844-2255医療法人社団　豊福医豊福　孝夫 平12. 6. 1内   循   外  診療所
     港南医446 横浜市港南区上永谷３－１８－１常　勤:    1院　理事長　豊福　孝 組織変更 現存
     ６ (医       1)夫 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701310,447.8 堀越医院 〒233-0007 045-842-4903医療法人社団　秀和会堀越　秀昭 平12. 7. 1耳い 小   診療所
     港南医447 横浜市港南区大久保２－１６－３常　勤:    2　理事長　堀越　秀昭 組織変更 現存
     ７ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702310,448.6 上大岡整形外科 〒233-0002 045-841-0021医療法人社団　裕和会西山　裕 平12. 7. 1整外 リハ 診療所
     港南医448 横浜市港南区上大岡西１－１９－常　勤:    1　理事長　西山　裕 組織変更 現存
     １８長瀬ビル２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703310,452.8 岡内科クリニック 〒233-0002 045-841-0133医療法人社団　岡メデ岡　正直 平13. 6. 1内   診療所
     港南医452 横浜市港南区上大岡西１－１９－常　勤:    1ィカル　理事長　岡　 組織変更 現存
     １８長瀬ビル３Ｆ (医       1)正直 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704310,453.6 おか皮膚科 〒233-0002 045-841-0226医療法人社団　岡メデ岡　史子 平13. 6. 1皮   診療所
     港南医453 横浜市港南区上大岡西１－１９－常　勤:    1ィカル　理事長　岡　 組織変更 現存
     １８長瀬ビル３Ｆ (医       1)史子 平25. 6. 1
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 1705310,455.1 岡田クリニック 〒234-0054 045-834-3333医療法人社団　岡田ク岡田　賢三 平13. 8. 1胃   こう 内  診療所
     港南医455 横浜市港南区港南台３－３－１－常　勤:    1リニック　理事長　岡 組織変更 外   現存
     ２０３ (医       1)田　賢三 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706310,456.9 太田眼科クリニック 〒233-0002 045-846-1244太田　敬子 太田　敬子 平13. 9. 1眼   診療所
     港南医456 横浜市港南区上大岡西１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １１第１２臼井ビル３Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707310,457.7 港南台家光クリニック〒234-0054 045-833-0008家光　浩太郎 家光　浩太郎 平13.10. 1内   リハ 診療所
     港南医457 横浜市港南区港南台６－３３－３常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708310,458.5 こうまクリニック 〒233-0007 045-846-0939髙馬　和彦 髙馬　和彦 平13.10.15精   神   心内診療所
     港南医458 横浜市港南区大久保１－２０－５常　勤:    1 新規 現存
     ７エントランス大久保３－１ (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709310,459.3 木下クリニック 〒233-0013 045-843-4310医療法人　木下クリニ木下　裕三 平13.11. 1ひ   内   皮  診療所
     港南医459 横浜市港南区丸山台３－１１－１常　勤:    1ック　理事長　木下　 組織変更 現存
     ５ (医       1)裕三 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710310,461.9 堀内整形外科 〒234-0054 045-831-6911医療法人　堀内整形外堀内　裕郷 平14. 4. 1外   整外 診療所
     港南医461 横浜市港南区港南台５－６－３４常　勤:    2科　理事長　堀内　裕 組織変更 現存
     (医       2)卿 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711310,463.5 中森内科クリニック 〒234-0051 045-846-0590医療法人社団　森豊会中森　義治 平14. 5. 1内   循   胃  診療所
     港南医463 横浜市港南区日野８－８－７清水常　勤:    1　理事長　中森　義治 組織変更 現存
     橋ビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712310,465.0 さとう整形外科 〒234-0052 045-843-5012佐藤　重 佐藤　重 平14. 6.15整外 リハ 循  診療所
     港南医465 横浜市港南区笹下３－１１－１４常　勤:    1 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平26. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713310,467.6 ふくろ皮膚科クリニッ〒234-0051 045-840-0296医療法人社団　福朗会袋　秀平 平14. 7. 1皮   アレ 診療所
     港南医467 ク 横浜市港南区日野８－８－７清水常　勤:    1　理事長　袋　秀平 組織変更 現存
     橋ビル２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714310,468.4 栗原医院 〒233-0007 045-842-9066栗原　健 栗原　健 平14. 8. 1内   外   皮  診療所
     港南医468 横浜市港南区大久保２－７－１９常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1715310,469.2 やはぎクリニック 〒233-0007 045-840-6202矢作　幸雄 矢作　幸雄 平14. 8.15整外 麻   内  診療所
     港南医469 横浜市港南区大久保２－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平26. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716310,471.8 ワイズクリニックⅡ 〒233-0008 045-722-8531医療法人　明佳会　理能谷　紘子 平14. 9.15眼   診療所
     港南医471 横浜市港南区最戸１－３－１１ 常　勤:    1事長　梅田　佳子 新規 現存
     (医       1) 平26. 9.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717310,472.6 善利クリニック 〒234-0056 045-849-1080医療法人社団光風会　善利　晶子 平15. 7.17皮   内   外  診療所
     港南医472 横浜市港南区野庭町１４６－１ 常　勤:    2理事長　善利　元臣 移動 こう 消   小  現存
     (医       2) 平21. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718310,473.4 ふくお医院 〒234-0054 045-833-7737医療法人社団ふくお医冨久尾　みち代 平14.12. 1小   内   アレ診療所
     港南医473 横浜市港南区港南台１－４８－７常　勤:    2院　理事長　冨久尾　 組織変更 心内 精   現存
     (医       2)みち代 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719310,475.9 朝倉整形外科医院 〒234-0054 045-831-6168医療法人社団　緑保会朝倉　保 平15. 1. 1整外 診療所
     港南医475 横浜市港南区港南台５－１９－６常　勤:    1　理事長　朝倉　保 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720310,476.7 下永谷内科・皮フ科 〒233-0015 045-825-3800医療法人社団　寛仁会山本　正人 平15. 1. 1内   皮   呼  診療所
     港南医476 横浜市港南区日限山１－５７－４常　勤:    1　理事長　山本　正人 組織変更 循   胃   アレ現存
     ０ (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721310,478.3 東條ウイメンズクリニ〒233-0001 045-846-8101医療法人社団　東條ウ本橋　梨絵子 平22. 5. 1産   婦   診療所
     港南医478 ック上大岡 横浜市港南区上大岡東１－１２－常　勤:    1イメンズホスピタル　 移動 現存
     １３－１Ｆ (医       1)理事長　東條　龍太郎 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722310,481.7 ひまわり皮膚科 〒234-0054 045-833-8488小林　裕子 小林　裕子 平15. 4.15皮   診療所
     港南医481 横浜市港南区港南台４－１－１テ常　勤:    1 新規 現存
     スコビル２Ｆ (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723310,482.5 上大岡内科・呼吸器科〒233-0002 045-882-1159鈴木　俊介 鈴木　俊介 平15. 4.15一般         6診療所
     港南医482 クリニック 横浜市港南区上大岡西２－３－６常　勤:    1 新規 内   呼   アレ現存
     ＢＬＤアルダ３Ｆ (医       1) 平21. 4.15循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724310,483.3 池袋眼科医院 〒233-0002 045-842-0380医療法人社団　池袋眼池袋　信義 平22. 4. 1眼   診療所
     港南医483 横浜市港南区上大岡西１－１８－常　勤:    1科医院　理事長　池袋 移動 現存
     ５ミオカＭ２０２ (医       1)　信義 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1725310,484.1 諏訪クリニック 〒234-0054 045-834-1651医療法人寛雄会　理事諏訪　寛 平15. 5. 1胃   こう 外  診療所
     港南医484 横浜市港南区港南台２－１１－１常　勤:    1長　諏訪　寛 組織変更 内   現存
     ７ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726310,485.8 上大岡メンタルクリニ〒233-0001 045-844-4392医療法人社団佳陽会　手島　ちづ子 平15. 6. 1精   神   診療所
     港南医485 ック 横浜市港南区上大岡東２－４２－常　勤:    1理事長　赤坂　ちづ子 組織変更 現存
     ２１－２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727310,486.6 芹が谷クリニック 〒233-0006 045-821-9751渡邉　誠 渡邉　誠 平15.10.15内   胃   外  診療所
     港南医486 横浜市港南区芹が谷２－８－１１常　勤:    1 新規 こう 現存
     芹が谷クリニックビル１Ｆ (医       1) 平21.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728310,487.4 橋本消化器科クリニッ〒233-0002 045-882-1222医療法人　健心会　理橋本　邦夫 平15.10.15消   外   内  診療所
     港南医487 ク 横浜市港南区上大岡西１－５－１常　勤:    1事長　橋本　禎夫 新規 こう 現存
     －１０４ (医       1) 平21.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729310,491.6 岩間整形外科 〒234-0051 045-841-4196医療法人社団　潤生会岩間　徹 平16. 1. 1整外 リハ 診療所
     港南医491 横浜市港南区日野８－１０－１２常　勤:    1　理事長　岩間　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730310,496.5 タグチクリニック 〒234-0054 045-830-6500医療法人社団亮之会　田口　博基 平16. 5. 1脳外 神内 整外診療所
     港南医496 横浜市港南区港南台４－２４－１常　勤:    1理事長　村岡　浩之 新規 内   放   リハ現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731310,499.9 堀口クリニック 〒233-0002 045-845-2265医療法人社団悠々会　堀口　裕 平16. 6. 1精   神   心内診療所
     港南医499 横浜市港南区上大岡西１－１２－常　勤:    1理事長　堀口　裕 組織変更 現存
     ２パルポート上大岡２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732310,500.4 いなばクリニック耳鼻〒233-0004 045-840-0178稲葉　武也 稲葉　武也 平16. 6.15耳い 皮   アレ診療所
     港南医500 咽喉科・皮膚科・アレ横浜市港南区港南中央通１３－２常　勤:    1 新規 気食 形外 現存
     ルギー科 ４ (医       1) 平22. 6.15呼内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733310,501.2 宮川医院 〒233-0002 045-842-0978医療法人宮川医院　理宮川　秀郎 平16. 8. 1内   小   循  診療所
     港南医501 横浜市港南区上大岡西１－１２－常　勤:    1事長　宮川　秀郎 組織変更 現存
     １７ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734310,502.0 佐久間クリニック 〒233-0002 045-849-1213佐久間　隆 佐久間　隆 平16.11.15内   呼   診療所
     港南医502 横浜市港南区上大岡西２－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ８第３みやじビル３Ｆ (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735310,503.8 いずみ医院 〒233-0013 045-842-2112医療法人社団　洋光会岩泉　九二夫 平17.10. 1内   皮   形外診療所
     (316,503.2) 横浜市港南区丸山台２－４１－１常　勤:    2　理事長　岩泉　九二 移動 リハ 歯   現存
     港南医503 (医       1)夫 平23.10. 1
     (歯       1)
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 1736310,504.6 杉山内科クリニック 〒233-0002 045-842-1990医療法人社団上大岡メ杉山　和秀 平17. 1. 1内   循   診療所
     港南医504 横浜市港南区上大岡西１－１５－常　勤:    1ディカル　理事長　杉 組織変更 現存
     １－４Ｆ－４０３－１－① (医       1)山　和秀 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737310,505.3 杉山皮フ科 〒233-0002 045-848-0037医療法人社団上大岡メ杉山　朝美 平17. 1. 1皮   診療所
     港南医505 横浜市港南区上大岡西１－１５－常　勤:    1ディカル　理事長　杉 組織変更 現存
     １－４Ｆ－４０３－１－② (医       1)山　和秀 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738310,506.1 みながわ泌尿器科クリ〒233-0002 045-848-2118皆川　信彦 皆川　信彦 平17. 4.15ひ   内   皮  診療所
     港南医506 ニック 横浜市港南区上大岡西３－９－２常　勤:    1 新規 外   現存
     ルス・デ・ルナ１Ｆ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739310,508.7 ひぎりやま皮ふ科 〒233-0015 045-882-2281髙橋　さなみ 髙橋　さなみ 平17. 6. 1皮   診療所
     港南医508 横浜市港南区日限山２－１－３３常　勤:    1 新規 現存
     日限山開成ビル３Ｆ－Ｃ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740310,510.3 あしかり内科 〒233-0002 045-848-0888医療法人社団　慈靖会芦苅　靖彦 平17. 6. 1内   胃   呼  診療所
     港南医510 横浜市港南区上大岡西３－２０－常　勤:    1　理事長　芦苅　靖彦 組織変更 現存
     ４４シオノビル１Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741310,512.9 中山医院 〒233-0006 045-821-1511医療法人　中山医院　中山　脩郎 平17. 7. 1内   小   胃  診療所
     港南医512 横浜市港南区芹が谷１－２１－１常　勤:    1理事長　中山　脩郎 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742310,515.2 港南中央医院 〒233-0003 045-842-3166松岡　博光 松岡　博光 平17.10.15一般        14診療所
     港南医515 横浜市港南区港南２－２－１４ 常　勤:    2 交代 療養         5療養病床
     (医       2) 平23.10.15内   外   消  現存
     非常勤:    5 小   整外 皮  
     (医       5) こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743310,516.0 あまがいメンタルクリ〒233-0002 045-845-3230医療法人社団　横浜天天貝　勇 平17.12. 1精   神   心内診療所
     港南医516 ニック 横浜市港南区上大岡西１－４－２常　勤:    1仁会　理事長　天貝　 組織変更 現存
     ０喜多見ビル３階 (医       1)勇 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744310,517.8 清水橋クリニック 〒234-0053 045-847-5623医療法人社団　成澤会成澤　隆 平20. 4. 1内   循   診療所
     港南医517 横浜市港南区日野中央１－１９－常　勤:    1　理事長　成澤　隆 移動 現存
     ４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1745310,520.2 ふれあい内科クリニッ〒233-0007 045-843-3600石原　由美子 石原　由美子 平18. 4.15内   診療所
     港南医520 ク 横浜市港南区大久保１－２０－５常　勤:    2 新規 糖内　消内 現存
     ７エントランス大久保２Ｆ (医       2) 平24. 4.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746310,521.0 開地医院 〒234-0056 045-843-1237開地　智子 開地　智子 平18. 4.15心内 精   診療所
     港南医521 横浜市港南区野庭町６１０野庭シ常　勤:    1 新規 現存
     ョッピングセンター２号棟２０５(医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747310,522.8 いべこどもクリニック〒234-0051 045-849-4141伊部　正明 伊部　正明 平18. 4.15小   診療所
     港南医522 横浜市港南区日野９－１－１７メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン港南台１Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748310,523.6 やまさわメンタルクリ〒234-0054 045-831-1033医療法人社団　真浩会山澤　浩 平18. 5. 1心内 神   精  診療所
     港南医523 ニック 横浜市港南区港南台３－３－１港常　勤:    1　理事長　山澤　浩 組織変更 現存
     南台２１４ビル２Ｆ　２１３号室(医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749310,526.9 奈良こうすけ診療所 〒234-0052 045-842-6701奈良　浩介 奈良　浩介 平18.10. 1内   消   小  診療所
     港南医526 横浜市港南区笹下３－１１－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750310,527.7 ゆめおーおか眼科 〒233-0002 045-848-7605渡部　直子 渡部　直子 平19. 1.15眼   診療所
     港南医527 横浜市港南区上大岡西１－６－１常　勤:    1 新規 現存
     　京急クリニックプラザ７階 (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751310,530.1 緩和会横浜クリニック〒233-0002 045-849-7870医療法人　緩和会　理立山　俊朗 平19. 1. 1麻   リハ 内  診療所
     港南医530 横浜市港南区上大岡西１－１０－常　勤:    2事長　立山　俊朗 組織変更 他   現存
     １１ (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752310,531.9 医療法人社団　善仁会〒233-0013 045-842-0261医療法人社団　善仁会太尾　泰雄 平19. 2. 1他   診療所
     港南医531 　上永谷クリニック 横浜市港南区丸山台１－１１－１常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     　上永谷ビル３階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753310,532.7 今村内科医院 〒233-0013 045-840-5566今村　保文 今村　保文 平19. 2. 1内   消   循  診療所
     港南医532 横浜市港南区丸山台３－２－３　常　勤:    1 新規 呼   現存
     サルーテ・クリニカビル１階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1754310,533.5 苅部医院 〒234-0052 045-843-7606苅部　正隆 苅部　正隆 平19.10.15産婦 内   外  診療所
     港南医533 横浜市港南区笹下２－７－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755310,534.3 中央通クリニック 〒233-0004 045-843-9927医療法人　Ｍ＆Ｋ　理二宮　英彦 平19. 3. 1内   呼   消  診療所
     港南医534 横浜市港南区港南中央通１３－２常　勤:    1事長　前川　貢一 組織変更 循   現存
     ４ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756310,535.0 大倉クリニック 〒233-0008 045-741-9970大倉　英司 大倉　英司 平19. 4. 1内   外   整外診療所
     港南医535 横浜市港南区最戸２－１５－４２常　勤:    1 新規 消内 現存
     　上大岡グリーンハイツＢ棟１０(医       1) 平25. 4. 1
     ５号室 非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757310,536.8 仲整形外科 〒234-0054 045-830-6789医療法人　貞伸会　理仲　克巳 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     港南医536 横浜市港南区港南台７－４２－３常　勤:    1事長　仲　克巳 組織変更 現存
     ０サンライズ港南台１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758310,537.6 野庭中央診療所 〒234-0056 045-844-5400医療法人社団　野庭中渡邊　淳一郎 平19. 4. 1内   小   放  診療所
     港南医537 横浜市港南区野庭町６１４　３号常　勤:    1央診療所　理事長　渡 組織変更 消   循   現存
     棟１０２号室 (医       1)邊　淳一郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759310,539.2 上大岡こどもクリニッ〒233-0002 045-882-0810医療法人　つばさ会　佐藤　順一 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     港南医539 ク 横浜市港南区上大岡西１－１５－常　勤:    1理事長　佐藤　順一 組織変更 現存
     １カミオ４０４－２ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760310,540.0 ヒルサイドクリニック〒233-0002 045-849-2550医療法人　ＦＬＡＴＳ荻久保　哲哉 平20. 4.30心内 精   診療所
     港南医540 横浜市港南区上大岡西１－１６－常　勤:    1　理事長　荻久保　哲 移動 現存
     １９　　上大岡エントランスビル(医       1)哉 平26. 4.30
     ３Ｆ 非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761310,541.8 高橋耳鼻咽喉科医院 〒234-0051 045-845-3341高橋　圭一 高橋　圭一 平19. 7. 1耳い 診療所
     港南医541 横浜市港南区日野９－４８－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1762310,542.6 かず整形外科クリニッ〒233-0013 045-844-3886医療法人社団　Ｋ＆Ａ長谷川　和正 平19. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     港南医542 ク 横浜市港南区丸山台３－２－３サ常　勤:    1　理事長　長谷川　和 組織変更 現存
     ルートクリニカビル２Ｆ (医       1)正 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763310,544.2 湘寿クリニック 〒233-0016 045-825-5861医療法人　湘寿会　理木村　剛爾 平19.11. 1内   外   精  診療所
     港南医544 横浜市港南区下永谷４－２－３０常　勤:    2事長　木村　剛爾 組織変更 循   呼   アレ現存
     (医       2) 平25.11. 1心内 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764310,546.7 みずほクリニック 〒234-0051 045-846-9955社会福祉法人　秀峰会加藤　利章 平20. 7. 1内   診療所
     港南医546 横浜市港南区日野５－４－１８ 常　勤:    2　理事長　櫻井　大 移動 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765310,547.5 みやざき眼科クリニッ〒233-0015 045-829-0223宮﨑　幸治 宮﨑　幸治 平20. 6. 1眼   診療所
     港南医547 ク 横浜市港南区日限山１－５７－４常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766310,548.3 上大岡畠山クリニック〒233-0002 045-848-2525畠山　知昭 畠山　知昭 平20. 8. 1外   内   麻  診療所
     港南医548 横浜市港南区上大岡西１－１６－常　勤:    1 新規 他   現存
     １９上大岡エントランスビル２Ｆ(医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767310,549.1 岩泉産婦人科 〒233-0007 045-842-3565岩泉　潤 岩泉　潤 平20. 7.24産婦 診療所
     港南医549 横浜市港南区大久保１－１５－１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (医       1) 平26. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768310,551.7 横浜すずきクリニック〒233-0002 045-308-8776鈴木　敏彦 鈴木　敏彦 平20. 9.15形外 皮   美外診療所
     港南医551 横浜市港南区上大岡西１－１２－常　勤:    1 新規 現存
     １１第５太蔵ビル５Ｆ (医       1) 平26. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769310,553.3 港南台パークサイドク〒234-0054 045-836-1688今井　貴 今井　貴 平21. 3. 1内   整外 他  診療所
     港南医553 リニック 横浜市港南区港南台３－４－３５常　勤:    1 新規 現存
     松田ビル１Ｆ (医       1) 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770310,554.1 木庭医院 〒234-0056 045-844-2665木庭　康 木庭　康 平21. 3. 1内   小   診療所
     港南医554 横浜市港南区野庭町６７２－５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 3. 1
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 1771310,556.6 笹尾医院 〒234-0054 045-831-1811笹尾　麻紀 笹尾　麻紀 平21. 4. 1内   産婦 診療所
     港南医556 横浜市港南区港南台２－７－３５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772310,557.4 やまばと内科呼吸器ク〒234-0054 045-836-3050綿貫　祐司 綿貫　祐司 平21. 6. 1内   アレ 他  診療所
     港南医557 リニック 横浜市港南区港南台４－２０－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773310,559.0 ばんば整形外科 〒233-0006 045-823-5040医療法人社団　ウィズ番場　聡 平21.11. 2整外 リハ リウ診療所
     港南医559 横浜市港南区芹が谷２－８－１１常　勤:    1ワン　理事長　番場　 交代 現存
     　芹が谷クリニックビル２Ｆ (医       1)聡 平21.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774310,561.6 上永谷レディースクリ〒233-0012 045-352-8508佐藤　浩一 佐藤　浩一 平22. 1. 1産婦 他   診療所
     港南医561 ニック 横浜市港南区上永谷２－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     いずみプラザ上永谷１１１ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775310,562.4 港南ひだまりペインク〒233-0013 045-353-5525森川　朋子 森川　朋子 平22. 4. 1麻   他   診療所
     港南医562 リニック 横浜市港南区丸山台１－１３－７常　勤:    1 新規 現存
     ベルセブン４Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776310,563.2 てらおか内科消化器ク〒234-0051 045-353-5355寺岡　宏倫 寺岡　宏倫 平22. 5. 1内   他   診療所
     港南医563 リニック 横浜市港南区日野５－３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777310,564.0 神奈川県立精神医療セ〒233-0006 045-822-0365地方独立行政法人神奈川副　泰成 平22. 4. 1精神        80病院
     港南医564 ンターせりがや病院 横浜市港南区芹が谷２－３－１ 常　勤:    5川県立病院機構　理事 交代 精   現存
     (医       5)長　大崎　逸朗 平22. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778310,565.7 神奈川県立精神医療セ〒233-0006 045-822-0241地方独立行政法人神奈岩間　久行 平22. 4. 1精神       308病院
     (316,565.1) ンター　芹香病院 横浜市港南区芹が谷２－５－１ 常　勤:   16川県立病院機構　理事 交代 精   歯   現存
     港南医565 (医      16)長　大崎　逸朗 平22. 4. 1
     非常勤:   14
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779310,566.5 東條ＡＲＴクリニック〒233-0001 045-841-0501医療法人社団　東條ウ吉井　大介 平22. 6. 1産   婦   診療所
     港南医566 横浜市港南区上大岡東１－１２－常　勤:    1イメンズホスピタル　 新規 現存
     １３－２Ｆ (医       1)理事長　東條　龍太郎 平22. 6. 1
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 1780310,567.3 東條ウイメンズホスピ〒233-0013 045-843-1121医療法人社団　東條ウ東條　龍太郎 平22. 5. 1一般        36病院
     港南医567 タル 横浜市港南区丸山台２－３４－７常　勤:    4イメンズホスピタル　 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       4)理事長　東條　龍太郎 平22. 5. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781310,568.1 上大岡耳鼻咽喉科クリ〒233-0002 045-848-3341医療法人　Ｋメディカ栗原　美樹 平22. 7. 1耳い 診療所
     港南医568 ニック 横浜市港南区上大岡西１－１９－常　勤:    1ル　理事長　栗原　美 交代 現存
     １８　長瀬ビル１Ｆ (医       1)樹 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782310,569.9 戸田内科小児科医院 〒234-0054 045-832-3900戸田　有亮 戸田　有亮 平22.10. 1内   小   放  診療所
     港南医569 横浜市港南区港南台５－５－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783310,570.7 医療法人社団　有仁会〒233-0012 045-844-1018医療法人社団　有仁会橋本　正好 平22.11. 1内   診療所
     港南医570 　上永谷中央クリニッ横浜市港南区上永谷３－１０－６常　勤:    1　理事長　嶋津　義臣 新規 現存
     ク 　岩沢ハイツ１０２ (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784310,571.5 櫻井医院 〒233-0002 045-842-1690医療法人社団　櫻井医櫻井　淳 平22.11. 1内   他   診療所
     港南医571 横浜市港南区上大岡西１－６－１常　勤:    1院　理事長　櫻井　淳 交代 現存
     　京急百貨店６Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785310,572.3 白土クリニック 〒233-0013 045-846-0124医療法人社団　寿恵会白土　一人 平23. 4. 1内   小   他  診療所
     港南医572 横浜市港南区丸山台２－１８－５常　勤:    1　理事長　白土　一人 交代 現存
     　ニートビル１Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786310,573.1 永持クリニック 〒234-0055 045-845-0505永持　勲 永持　勲 平23. 4. 1内   他   診療所
     港南医573 横浜市港南区日野南５－９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787310,574.9 医療法人社団桜実会　〒234-0054 045-352-8793医療法人社団　桜実会阿部　幸洋 平23.12. 1内   外   神内診療所
     港南医574 菜の花クリニック 横浜市港南区港南台６－２２－２常　勤:    1　理事長　大屋　喜章 新規 現存
     ８－２０１ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788310,577.2 イムラック泌尿器科 〒233-0002 045-845-9620岩﨑　晧 岩﨑　晧 平24. 6. 1ひ   診療所
     港南医577 横浜市港南区上大岡西１－１９－常　勤:    1 交代 現存
     １７ロッキーイケダ第２ビル４Ｆ(医       1) 平24. 6. 1
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 1789310,578.0 つかさハートクリニッ〒233-0012 045-846-0888小林　司 小林　司 平24. 9. 1内   他   診療所
     港南医578 ク 横浜市港南区上永谷２－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     いずみプラザ上永谷１０４ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790310,579.8 ホームケアクリニック〒234-0054 045-832-5433医療法人　コムニカ　足立　大樹 平24.10. 1内   ひ   皮  診療所
     港南医579 横浜港南 横浜市港南区港南台３－１７－１常　勤:    5理事長　足立　大樹 新規 精   現存
     ２ルミナスシティー港南台１Ｆ (医       5) 平24.10. 1緩ケア内　高齢
     非常勤:    2 内
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791310,580.6 医療法人真心会　上永〒233-0013 045-849-1125医療法人真心会　理事齊藤　淳 平24. 9. 1内   他   診療所
     港南医580 谷さいとうクリニック横浜市港南区丸山台１－２－１京常　勤:    1長　齊藤　淳 交代 現存
     急シティ上永谷Ｌ－ウィング２Ｆ(医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792310,581.4 スクエア眼科 〒233-0002 045-846-9994南　武夫 南　武夫 平24.10. 1眼   診療所
     港南医581 横浜市港南区上大岡西１－１８－常　勤:    1 交代 現存
     ３ｍｉｏｋａリストガーデンスク(医       1) 平24.10. 1
     エア７Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793310,582.2 ないとうクリニック 〒233-0016 045-828-7110医療法人医継会　理事内藤　守 平24.12. 1内   外   他  診療所
     港南医58 横浜市港南区下永谷２－２８－１常　勤:    2長　内藤　守 交代 現存
     ７　１Ｆ (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794310,583.0 よこはま港南地域療育〒234-0056 045-882-1210社会福祉法人横浜市リ半澤　直美 平25. 5. 1小   リハ 精  診療所
     港南医583 センター診療所 横浜市港南区野庭町６３１ 常　勤:    1ハビリテーション事業 新規 耳い 現存
     (医       1)団　理事長　金井　良 平25. 5. 1
     非常勤:    4樹
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795311,000.4 上永谷ほほえみクリニ〒233-0013 045-342-8810草間　郁好 草間　郁好 平26. 4.10内   心内 精  診療所
     港南医1000 ック 横浜市港南区丸山台１－１１－１常　勤:    2 新規 循内　血内 現存
     ７ (医       2) 平26. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796311,001.2 横浜グリーンクリニッ〒234-0054 045-830-6801医療法人横浜グリーン市川　由紀夫 平26. 5. 1内   外   心外診療所
     港南医1001 ク 横浜市港南区港南台４－２２－９常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 循内 現存
     パークハウス港南台１Ｆ (医       1)市川　由紀夫 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1797311,002.0 港南台内科クリニック〒234-0054 045-835-5134篠田　和明 篠田　和明 平26. 6. 1内   診療所
     港南医1002 横浜市港南区港南台３－１７－２常　勤:    1 交代 糖内　消内 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798311,003.8 港南台レディースクリ〒234-0054 045-831-3580酒池　淳 酒池　淳 平26. 7. 1婦   産   診療所
     港南医1003 ニック 横浜市港南区港南台４－１－１テ常　勤:    1 新規 現存
     スコビル２１７ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799311,004.6 港南台在宅クリニック〒234-0054 045-836-3280医療法人社団港南台在坂本　哲 平26.10. 1内   心外 診療所
     港南医1004 横浜市港南区港南台１－２１－２常　勤:    1宅クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　坂本　哲 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800311,005.3 もり小児科 〒234-0054 045-835-3715森　哲夫 森　哲夫 平26.10. 1小   診療所
     港南医1005 横浜市港南区港南台３－３－１港常　勤:    1 交代 現存
     南台２１４ビル　２Ｆ２０２号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801311,006.1 たぐち脳神経クリニッ〒234-0054 045-836-1050田口　博基 田口　博基 平26.11. 1脳外 リハ 診療所
     港南医1006 ク 横浜市港南区港南台６－３７－５常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802980,293.5 神奈川県立ひばりが丘〒233-0006 045-822-3916神奈川県知事 柴田　涼子 昭52. 4. 1内   精   小  診療所
     (986,293.9) 学園診寮所 横浜市港南区芹が谷２－１－１ 常　勤:    2 歯   現存
     港南医293 (医       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803980,395.8 神奈川県精神保健福祉〒233-0006 045-821-8822神奈川県知事 桑原　寛 平 6. 4.15精   診療所
     港南医395 センター 横浜市港南区芹が谷２－５－２ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804320,015.1 あさひの丘病院 〒241-0803 045-951-5600医療法人　誠心会　理福島　端 平19. 4. 1精神       240病院
     旭医15 横浜市旭区川井本町１２８－１ 常　勤:   10事長　佐伯　彰 移動 精   神   心内現存
     (医      10) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805320,084.7 林外科医院 〒241-0025 045-391-1407林　来耀 林　来耀 昭33.10. 1内   外   整外診療所
     旭医84 横浜市旭区四季美台１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1806320,089.6 大竹医院 〒241-0824 391-0601 大竹　輝子 大竹　輝子 昭34. 3.10内   小   産婦診療所
     旭医89 横浜市旭区南希望ヶ丘３６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807320,105.0 伊藤医院 〒241-0822 045-391-1654伊藤　英夫 伊藤　英夫 昭35. 6. 1内   小   放  診療所
     旭医105 横浜市旭区さちが丘１３５ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808320,112.6 医療法人芳生会　保土〒241-0005 045-951-1113医療法人　芳生会　理大辻　雅彦 昭35.11. 1精神       393病院
     旭医112 ケ谷病院 横浜市旭区白根７－１１－１ 常　勤:    6事長　大坪　茂 精   内   現存
     (医       6) 平23.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809320,125.8 公益財団法人積善会　〒241-0014 045-373-4114公益財団法人積善会　長谷川　行洋 昭37. 4. 1精神       299病院
     旭医125 日向台病院 横浜市旭区市沢町１０８１ 常　勤:    8理事長　長谷川　隆三 神   精   内  現存
     (医       8) 平22. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810320,161.3 小林小児科医院 〒241-0821 045-361-6116小林　幹子 小林　幹子 昭41.12.15小   診療所
     旭医161 横浜市旭区二俣川１－６５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811320,169.6 雨宮内科医院 〒241-0824 045-365-2220雨宮　正 雨宮　正 昭54. 8. 1内   診療所
     旭医169 横浜市旭区南希望が丘５３－１０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812320,170.4 鶴ヶ峰中央医院 〒241-0022 045-373-6557小松　英夫 小松　英夫 昭42. 7.15一般         1診療所
     旭医170 横浜市旭区鶴ヶ峰１－２６－２ 常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813320,171.2 的野レディスクリニッ〒241-0821 045-361-8878的野　清博 的野　清博 昭42. 9.15産婦 診療所
     旭医171 ク 横浜市旭区二俣川２－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814320,193.6 鶴ケ峰胃腸科診療所 〒241-0022 045-373-6456磯野　喜美子 磯野　喜美子 昭44. 6. 1内   循   胃  診療所
     旭医193 横浜市旭区鶴ヶ峰１－１６－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1815320,199.3 左近山クリニック 〒241-0831 045-351-6541斉藤　明子 斉藤　明子 昭44. 9. 1内   小   診療所
     旭医199 横浜市旭区左近山１１８６－６左常　勤:    1 現存
     近山団地７－１４－１０１ (医       1) 平23. 9. 1
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 1816320,207.4 山垂医院 〒241-0804 045-952-2037李　鐘萬 李　鐘萬 昭45.12.15一般         2診療所
     旭医207 横浜市旭区川井宿町１４－１ 外   整外 胃  現存
     平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817320,226.4 育愛小児科医院 〒241-0004 045-951-1152保坂　忠村 保坂　忠村 平元. 8. 1小   診療所
     旭医226 横浜市旭区中白根１－１０－１５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818320,227.2 栗山産婦人科 〒241-0803 045-954-0707栗山　勲 栗山　勲 昭50. 6. 1内   産婦 診療所
     旭医227 横浜市旭区川井本町１００－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819320,234.8 旭休日急患診療所 〒241-0821 045-363-2660一般社団法人横浜市旭八ッ橋　輝海 平26. 4. 6内   小   診療所
     旭医234 横浜市旭区二俣川１－８８－１６常　勤:    1区医師会　会長　八ッ 移動 現存
     (医       1)橋　輝海 平26. 4. 6
     非常勤:   71
     (医      71)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820320,241.3 若葉台診療所 〒241-0801 045-921-1300加行　尚 加行　尚 昭54. 4. 1外   整外 脳外診療所
     旭医241 横浜市旭区若葉台１－３－１１５常　勤:    1 リハ 放   現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821320,242.1 前田内科医院 〒241-0825 045-365-0755前田　正博 前田　正博 昭54. 4. 1内   呼   胃  診療所
     旭医242 横浜市旭区中希望が丘１８５ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822320,246.2 希望が丘クリニック 〒241-0825 045-363-6296友利　典子 友利　典子 昭55.10. 1小   診療所
     旭医246 横浜市旭区中希望が丘２１０－４常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823320,248.8 黒田医院 〒241-0835 045-364-9772黒田　光保 黒田　光保 昭55.12. 1内   小   診療所
     旭医248 横浜市旭区柏町４７－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824320,249.6 川島医院 〒241-0001 045-952-2039川島　敏嗣 川島　敏嗣 昭55.12.15内   小   診療所
     旭医249 横浜市旭区上白根町８９１西ひか常　勤:    1 現存
     りが丘団地１８－５－１０２ (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1825320,252.0 医療法人社団明芳会　〒241-0801 045-921-6111医療法人社団明芳会　山中　太郎 昭56. 9.15一般       397病院
     旭医252 横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台４－２０－１ 常　勤:   74理事長　中村　哲也 療養       118現存
     (医      74) 平23. 9.15内   神内 小  
     非常勤:  113 外   整外 形外
     (医     113) 脳外 呼外 皮  
     婦   眼   耳い
     放   ひ   リハ
     麻   こう アレ
     心外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826320,253.8 木村耳鼻咽喉科医院 〒241-0801 045-921-5812木村　晴 木村　晴 昭57. 2.15耳い 診療所
     旭医253 横浜市旭区若葉台２－２２－１０常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827320,264.5 医療法人社団　善仁会〒241-0821 045-364-8882医療法人社団　善仁会森　隆司 平18. 4. 2他   診療所
     旭医264 　二俣川第一クリニッ横浜市旭区二俣川１－６－１二俣常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ク 川駅北口ビル２Ｆ (医       1) 平24. 4. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828320,267.8 川本胃腸内科外科 〒241-0022 045-371-2268川本　勝 川本　勝 平25. 3.11外   皮   他  診療所
     旭医267 横浜市旭区鶴ケ峰２－２１－３２常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829320,269.4 田代クリニック 〒241-0022 045-955-3461田代　卓也 田代　卓也 平14. 1. 1精   神   心内診療所
     旭医269 横浜市旭区鶴ケ峰２－５－６サン常　勤:    1 移動 現存
     ワⅡビル１０２ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830320,270.2 聖マリアンナ医科大学〒241-0811 045-366-1111学校法人聖マリアンナ田口　芳雄 昭62. 5.15一般       518地域支援
     旭医270 横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１ 常　勤:  151医科大学　理事長　明 内   リウ 神内病院
     (医     151)石　勝也 平23. 5.15小   外   心外現存
     非常勤:   66 小外 脳外 整外
     (医      66) 形外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   麻   呼内
     病理 
     腎内　血内　代
     内　消内　循内
     　神精　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1831320,273.6 医療法人社団恵生会　〒241-0002 045-951-3221医療法人社団恵生会　伊藤　邦泰 昭62. 9.15一般       150病院
     旭医273 上白根病院 横浜市旭区上白根２－６５－１ 常　勤:   14理事長　冨田　祐司 内   消   循  現存
     (医      14) 平23. 9.15外   整外 形外
     非常勤:   78 美外 脳外 皮  
     (医      78) ひ   リハ こう
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832320,274.4 医療法人赤枝会　赤枝〒241-0802 045-921-3333医療法人赤枝会　理事須田　雅人 昭62.11. 1介護       115病院
     (326,274.8) 病院 横浜市旭区上川井町５７８－２ 常　勤:    6長　赤枝　雄一 療養        79現存
     旭医274 (医       6) 平23.11. 1内   精   神内
     非常勤:    5 外   婦   リハ
     (医       4) 整外 皮   歯  
     (歯       1) 消外　老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833320,276.9 横浜療育医療センター〒241-0014 045-352-6551社会福祉法人　十愛療根津　敦夫 昭63. 2. 1一般       117病院
     (326,276.3) 横浜市旭区市沢町５５７－２ 常　勤:   10育会　理事長　岸本　 小   神内 内  現存
     旭医276 (医      10)孝男 平24. 2. 1リハ 耳い 歯  
     非常勤:    2 整外 皮   
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834320,278.5 中田外科胃腸科医院 〒241-0031 045-953-0737中田　譲 中田　譲 昭63. 3.23一般         6診療所
     旭医278 横浜市旭区今宿西町２００－９ 常　勤:    1 内   胃   外  現存
     (医       1) 平24. 3.23整外 脳外 皮  
     こう ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835320,283.5 小森医院 〒241-0826 045-391-0614小森　為郎 小森　為郎 昭63.11.23内   外   皮  診療所
     旭医283 横浜市旭区東希望が丘２３８ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平21.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836320,284.3 医療法人豊医会　左近〒241-0831 045-351-4011医療法人豊医会　理事福村　正 昭64. 1. 1一般        19診療所
     旭医284 山中央診療所 横浜市旭区左近山１６－１左近山常　勤:    2長　福村　正 内   呼   消  現存
     団地１－３５－１０２ (医       2) 平22. 1. 1循   小   整外
     非常勤:    6 リウ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837320,285.0 井上医院 〒241-0836 045-391-1606井上　淨 井上　淨 平元. 6.15内   消   診療所
     旭医285 横浜市旭区万騎が原１０４－１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838320,286.8 梅沢内科小児科医院 〒241-0826 045-363-5000医療法人社団梅沢医院梅沢　勇 平元. 7. 1内   小   整外診療所
     旭医286 横浜市旭区東希望が丘８１ 常　勤:    1　理事長　梅澤　裕信 他   現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1839320,287.6 松井内科医院 〒241-0821 045-365-2200医療法人社団　松井内熊井　良司 平18. 8. 1内   消   循  診療所
     旭医287 横浜市旭区二俣川１－５－３８Ｆ常　勤:    1科医院　理事長　熊井 移動 現存
     Ｓビル５Ｆ (医       1)　良司 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840320,289.2 医療法人社団　室伏整〒241-0024 045-361-3332医療法人社団　室伏整室伏　貴之 平14. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     旭医289 形外科医院 横浜市旭区本村町１０２－６ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 移動 現存
     (医       1)室伏　貴之 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841320,291.8 柏倉内科循環器科医院〒241-0022 045-383-3361柏倉　義弘 柏倉　義弘 平元. 9. 1内   循   診療所
     旭医291 横浜市旭区鶴ケ峰２－２３－２奥常　勤:    1 現存
     村ビル２Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842320,292.6 鶴ケ峰皮膚科 〒241-0022 045-383-6133高木　久佳 高木　久佳 平元.11. 1皮   診療所
     旭医292 横浜市旭区鶴ケ峰２－２３－２奥常　勤:    1 現存
     村ビル２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843320,293.4 村岡医院 〒241-0022 045-373-0373医療法人社団村岡医院村岡　和子 平元.11. 1内   小   診療所
     旭医293 横浜市旭区鶴ケ峰２－７３ 常　勤:    2　理事長　村岡　和子 現存
     (医       2) 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844320,294.2 天野眼科 〒241-0005 045-954-3263医療法人社団天西会　天野　和子 平元.11. 1眼   診療所
     旭医294 横浜市旭区白根６－１－２２ 常　勤:    1理事長　天野　和子 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845320,295.9 アサヒメディカル二俣〒241-0821 045-365-0567医療法人社団アサヒメ坂本　政禧 平元.11. 1皮   診療所
     旭医295 川クリニック 横浜市旭区二俣川１－４５－４０常　勤:    1ディカル二俣川クリニ 現存
     (医       1)ック　理事長　坂本　 平22.11. 1
     政禧
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846320,296.7 医療法人社団　一色外〒241-0821 045-391-0166医療法人社団　一色外一色　聡一郎 平 2. 1. 1内   外   胃  診療所
     旭医296 科胃腸科医院 横浜市旭区二俣川２－３２ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 現存
     (医       1)　一色　聡一郎 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847320,297.5 小石川外科医院 〒241-0025 365-1570 米山　芳夫 米山　芳夫 平 2. 2.11胃   外   整外診療所
     旭医297 横浜市旭区四季美台２５ 常　勤:    1 皮   こう 現存
     (医       1) 平23. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1848320,300.7 柏町整形外科 〒241-0835 045-364-3211医療法人社団　柏町整余村　重徳 平 2. 8. 1一般         2診療所
     旭医300 横浜市旭区柏町４７－１６ 常　勤:    2形外科　理事長　余村 整外 リウ リハ現存
     (医       2)　重徳 平23. 8. 1皮   他   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849320,301.5 琴寄医院 〒241-0022 045-373-6752医療法人社団琴寄医院琴寄　義雄 平 2.11. 1内   小   診療所
     旭医301 横浜市旭区鶴ケ峰１－１３－２ 常　勤:    1　理事長　琴寄　義雄 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850320,307.2 カネコクリニック 〒241-0821 045-366-7780金子　佳世子 金子　佳世子 平18. 8. 1皮   形外 診療所
     旭医307 横浜市旭区二俣川１－５－３８ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851320,308.0 医療法人社団　宏友会〒241-0816 045-364-2207医療法人社団　宏友会大西　宏司 平10.11.30眼   診療所
     旭医308 　三ッ境眼科クリニッ横浜市旭区笹野台１－３１－１２常　勤:    1　理事長　大西　宏司 移動 現存
     ク －１０４ (医       1) 平22.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852320,311.4 田口整形外科医院 〒241-0014 045-351-7400医療法人社団田口整形田口　怜 平 4. 8. 1整外 診療所
     旭医311 横浜市旭区市沢町９９５の６ 常　勤:    1外科医院　理事長　田 現存
     (医       1)口　怜 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853320,312.2 渡辺内科クリニック 〒241-0813 045-367-1748渡辺　享子 渡辺　享子 平 4.10.15内   循   診療所
     旭医312 横浜市旭区今宿町２６６６－２７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854320,319.7 白根診療所 〒241-0005 045-953-8881医療法人社団　白根診潮山　健一 平21.12.25内   小   診療所
     旭医319 横浜市旭区白根５－１６－３０ 常　勤:    1療所　理事長　潮山　 移動 現存
     (医       1)健一 平21.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855320,320.5 神奈川病院 〒241-0803 045-951-9811医療法人　誠心会　理佐伯　彰 平 5.10.15精神        58病院
     旭医320 横浜市旭区川井本町１２２－１ 常　勤:    7事長　佐伯　彰 新規 精神        55現存
     (医       7) 平23.10.15その他      50
     非常勤:    3 精   神   内  
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856320,321.3 三ッ境メンタルクリニ〒241-0816 045-364-7242伊藤　典雄 伊藤　典雄 平 6. 1.15精   神   神内診療所
     旭医321 ック 横浜市旭区笹野台１－１－２７ラ常　勤:    1 新規 現存
     ック三ッ境２Ｆ (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1857320,322.1 左近山耳鼻科眼科 〒241-0831 045-352-4184福村　玲子 福村　玲子 平 6. 1. 1耳い 眼   診療所
     旭医322 横浜市旭区左近山１６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:   39
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858320,323.9 あすかい内科 〒241-0821 045-367-2226飛鳥井　洋子 飛鳥井　洋子 平 6. 5.15内   呼   診療所
     旭医323 横浜市旭区二俣川１－１０－６ス常　勤:    1 新規 現存
     ズワビル２Ｆ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859320,324.7 医療法人社団米国会　〒241-0821 045-366-3231医療法人社団米国会　今川　健二 平 6. 7. 1内   循   診療所
     旭医324 古荘セントラルクリニ横浜市旭区二俣川１－４５－４３常　勤:    1古荘セントラルクリニ 組織変更 現存
     ック 岡崎ビル２Ｆ (医       1)ック　理事長　今川　 平24. 7. 1
     健二
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860320,325.4 医療法人　和田胃腸科〒241-0001 045-951-1893医療法人　和田胃腸科和田　房治 平 7. 7. 1胃   外   診療所
     旭医325 外科医院 横浜市旭区上白根町８４９ 常　勤:    1外科医院　理事長　和 組織変更 現存
     (医       1)田　房治 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861320,326.2 おじま小児科 〒241-0821 045-361-0212医療法人社団　おじま小島　正 平 7. 7. 1小   診療所
     旭医326 横浜市旭区二俣川２－５８ 常　勤:    1小児科　理事長　小島 組織変更 現存
     (医       1)　正 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862320,331.2 安部医院 〒241-0814 045-364-2281安部　重藏 安部　重藏 平 8. 1. 1内   外   脳外診療所
     旭医331 横浜市旭区中沢２－３７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863320,332.0 コジマ内科クリニック〒241-0816 045-367-2622医療法人　双樹会　理小島　茂利 平 8. 1. 1内   診療所
     旭医332 横浜市旭区笹野台１－１－３６ 常　勤:    1事長　小島　茂利 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864320,334.6 希望が丘いずみクリニ〒241-0825 045-391-0567山田　浩人 山田　浩人 平 8. 6. 1形外 皮   ひ  診療所
     旭医334 ック 横浜市旭区中希望が丘２３６－１常　勤:    1 新規 内   現存
     ９ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865320,335.3 医療法人　慈望会　希〒241-0825 045-366-5363医療法人　慈望会　河河野　格 平 8. 6. 1眼   診療所
     旭医335 望が丘眼科 横浜市旭区中希望が丘１２９－５常　勤:    1野　格 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1866320,336.1 医療法人社団明珠会　〒241-0801 045-921-3700医療法人社団明珠会　蒲田　英明 平 8. 6. 1内   小   診療所
     旭医336 若葉台クリニック 横浜市旭区若葉台１－３－１１６常　勤:    1理事長　蒲田　英明 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867320,338.7 医療法人社団　邦生会〒241-0835 045-363-8721医療法人社団邦生会　簡野　邦彦 平 8. 7. 1一般         3診療所
     旭医338 　簡野クリニック 横浜市旭区柏町５３－８ 常　勤:    1簡野クリニック　理事 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       1)長　簡野　邦彦 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868320,340.3 上野医院 〒241-0022 045-373-6818上野　洋子 上野　洋子 平 8.10.15内   外   リハ診療所
     旭医340 横浜市旭区鶴ケ峰１－６７－２ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平23.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869320,343.7 鳥越耳鼻咽喉科 〒241-0816 045-366-6487鳥越　達也 鳥越　達也 平 9. 4.15耳い 診療所
     旭医343 横浜市旭区笹野台１－１－３８Ｋ常　勤:    1 新規 現存
     ＮＣビル壱番館１０１－Ａ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870320,345.2 飛田医院 〒241-0824 045-362-6166飛田　潤 飛田　潤 平 9. 5.31内   消   循  診療所
     旭医345 横浜市旭区南希望が丘８２－１２常　勤:    1 交代 呼   神   現存
     (医       1) 平24. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871320,347.8 えひら胃腸科内科 〒241-0005 045-951-3811得平　卓彦 得平　卓彦 平 9. 9. 1胃   内   皮  診療所
     旭医347 横浜市旭区白根３－１５－７ 常　勤:    1 新規 麻   外   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872320,349.4 鶴ケ峰診療所 〒241-0021 045-951-2354室谷　陽裕 室谷　陽裕 平 9.11. 1内   消   小  診療所
     旭医349 横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－３８－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873320,350.2 医療法人社団　髙整会〒241-0005 045-951-2034医療法人社団　髙整会高梨　吾郎 平 9.11. 1整外 リハ 診療所
     旭医350 　髙梨整形外科医院 横浜市旭区白根１－１７－１０ 常　勤:    1　理事長　高梨　吾郎 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874320,351.0 浜橋整形外科医院 〒241-0826 045-364-1277医療法人社団　浜橋整濱橋　基樹 平14. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     旭医351 横浜市旭区東希望が丘１０１－１常　勤:    1形外科医院　理事長　 移動 現存
     (医       1)濱橋　基樹 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875320,352.8 医療法人社団　寿光会〒241-0024 045-365-1311医療法人社団　寿光会池田　純也 平10. 6. 1整外 リハ 診療所
     旭医352 　池田整形外科 横浜市旭区本村町１０１第７パレ常　勤:    1　理事長　池田　純也 組織変更 現存
     ス桜咲２階 (医       1) 平22. 6. 1
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 1876320,353.6 やんべ小児科 〒241-0005 045-955-1121山家　忠幸 山家　忠幸 平10. 7. 1小   診療所
     旭医353 横浜市旭区白根４－１－１７サイ常　勤:    1 新規 現存
     トービル (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877320,354.4 ひろ小児科クリニック〒241-0022 045-953-1001松永　裕子 松永　裕子 平10.10.15小   内   皮  診療所
     旭医354 横浜市旭区鶴ケ峰２－５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878320,356.9 希望ヶ丘駅前クリニッ〒241-0825 045-367-2233八ッ橋　輝海 八ッ橋　輝海 平11. 2. 1胃   内   外  診療所
     旭医356 ク 横浜市旭区中希望が丘１３１ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879320,357.7 長田耳鼻咽喉科医院 〒241-0821 045-361-1419長田　康 長田　康 平11. 4. 1耳い 診療所
     旭医357 横浜市旭区二俣川町２－７７－５常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880320,358.5 三井内科医院 〒241-0823 045-363-0339三井　このみ 三井　このみ 平11. 5. 1内   診療所
     旭医358 横浜市旭区善部町４６－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881320,359.3 三井眼科クリニック 〒241-0022 045-373-0888医療法人社団　三井眼三井　啓司 平11. 6. 1眼   診療所
     旭医359 横浜市旭区鶴ヶ峰２－２９－１８常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　三井　啓司 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882320,360.1 医療法人社団　広田医〒241-0836 045-364-0330医療法人社団　広田医 田　和俊 平11. 9. 1胃   内   外  診療所
     旭医360 院 横浜市旭区万騎が原８３－１ 常　勤:    1院　理事長　 田　和 組織変更 現存
     (医       1)俊 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883320,361.9 はせがわこどもクリニ〒241-0816 045-360-0755長谷川　頼康 長谷川　頼康 平12. 1. 1小   診療所
     旭医361 ック 横浜市旭区笹野台１－１－３６城常　勤:    1 新規 現存
     田ビル１Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884320,362.7 つくしクリニック 〒241-0817 045-360-0028安部　要藏 安部　要藏 平12. 3. 1内   外   胃  診療所
     旭医362 横浜市旭区今宿２－６３－１４ 常　勤:    1 新規 心外 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885320,364.3 あららぎ内科クリニッ〒241-0821 045-360-1767勝村　幸夫 勝村　幸夫 平12. 4.15内   呼   循  診療所
     旭医364 ク 横浜市旭区二俣川２－２２－１ウ常　勤:    1 新規 リハ アレ 現存
     ィステ－リア二俣川１Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886320,367.6 西山皮膚科 〒241-0825 045-360-7538西山　貴郁 西山　貴郁 平13. 1.15皮   診療所
     旭医367 横浜市旭区中希望が丘１００－４常　勤:    1 新規 現存
     希望が丘センタービル２Ｆ (医       1) 平25. 1.15
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 1887320,369.2 横浜ほうゆう病院 〒241-0812 045-360-8787医療法人社団　鵬友会日野　博昭 平13. 4. 1精神       215病院
     旭医369 横浜市旭区金が谷６４４－１ 常　勤:    6　理事長　池島　秀明 新規 内   精   神内現存
     (医       6) 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888320,371.8 森田皮フ科 〒241-0816 045-366-2370医療法人社団　春風会森田　昌士 平13. 6. 1皮   診療所
     旭医371 横浜市旭区笹野台１－１－３８Ｋ常　勤:    2　森田皮フ科　理事長 組織変更 現存
     ＮＣビル壱番館 (医       2)　森田　昌士 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889320,372.6 二俣川レディースクリ〒241-0024 045-360-2875 澤　隆 澤　隆 平13.10. 1婦   産   診療所
     旭医372 ニック 横浜市旭区本村町１０１第７パレ常　勤:    1 新規 現存
     ス桜咲 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890320,373.4 希望が丘アイクリニッ〒241-0825 045-363-9099河野　望 河野　望 平13.12.15眼   診療所
     旭医373 ク 横浜市旭区中希望が丘１２３－１常　勤:    2 新規 現存
     ６ (医       2) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891320,379.1 肥後クリニック 〒241-0814 045-366-2118医療法人　肥後クリニ山川　陽平 平14.12. 2内   他   診療所
     旭医379 横浜市旭区中沢２－３８－５ 常　勤:    1ック　理事長　山川　 組織変更 現存
     (医       1)陽平 平20.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892320,382.5 旭クリニック 〒241-0821 045-366-7881医療法人　こまくさ　飯嶋　誉文 平15. 1. 1精   心内 神  診療所
     旭医382 横浜市旭区二俣川１－４５－５８常　勤:    1理事長　飯嶋　誉文 組織変更 内   小   皮  現存
     海老名ビル１Ｆ (医       1) 平21. 1. 1婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893320,383.3 福田医院 〒241-0826 045-361-5433医療法人社団　心誠会福田　伴男 平15. 1. 1内   小   皮  診療所
     旭医383 横浜市旭区東希望が丘９５－５ 常　勤:    1　理事長　福田　伴男 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894320,384.1 松宮整形外科 〒241-0022 045-381-3888医療法人順愛会　理事松宮　是哲 平15. 3.17整外 リハ 診療所
     旭医384 横浜市旭区鶴ケ峰２－２３－７ 常　勤:    1長　松宮　是哲 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895320,385.8 セントラルクリニック〒241-0804 045-958-2356医療法人社団土合会　深山　京子 平15. 4.15内   胃   外  診療所
     旭医385 よこはま 横浜市旭区川井宿町１６８－１ 常　勤:    1理事長　渡辺　金隆 新規 眼   精   皮  現存
     (医       1) 平21. 4.15アレ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1896320,386.6 二俣川眼科医院 〒241-0821 045-364-4113岡田　和四郎 岡田　和四郎 平15. 4.15眼   診療所
     旭医386 横浜市旭区二俣川２－５８－６大常　勤:    1 新規 現存
     洋ビル２Ｆ (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897320,389.0 笹野台内科 〒241-0816 045-363-5550医療法人笹野台内科　井守　輝一 平15. 6. 1一般    診療所
     旭医389 横浜市旭区笹野台１－５６－２ 常　勤:    1理事長　井守　輝一 組織変更 内   循   呼  現存
     (医       1) 平21. 6. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898320,391.6 辻野内科 〒241-0816 045-360-3055医療法人辻野内科　理辻野　大二郎 平15. 6. 1内   診療所
     旭医391 横浜市旭区笹野台１－１－４３ 常　勤:    1事長　辻野　大二郎 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899320,392.4 医療法人社団　湘仁会〒241-0022 045-383-7321医療法人社団　湘仁会矢野　大樹 平17.10. 3眼   診療所
     旭医392 　鶴ヶ峰眼科クリニッ横浜市旭区鶴ケ峰２－２３奥村ビ常　勤:    1　理事長　齋藤　孝司 移動 現存
     ク ル１階Ｃ号室 (医       1) 平23.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900320,395.7 もりかわ整形外科・皮〒241-0005 045-951-7377医療法人社団よつば会森川　茂 平15.11. 1整外 皮   リウ診療所
     旭医395 フ科 横浜市旭区白根５－１２－１０ 常　勤:    1　理事長　森川　茂 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平21.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901320,396.5 植松耳鼻咽喉科医院 〒241-0001 045-954-3311岩﨑　紀子 岩﨑　紀子 平15.12.28耳い 診療所
     旭医396 横浜市旭区上白根１－１－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902320,397.3 みなせクリニック 〒241-0826 045-360-8043羽地　桂作 羽地　桂作 平16. 4. 1内   外   消  診療所
     旭医397 横浜市旭区東希望が丘１０７第６常　勤:    1 新規 現存
     山庄ビル (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903320,398.1 かわくぼ内科・循環器〒241-0022 045-373-6041川久保　隆 川久保　隆 平16. 4. 5内   循   診療所
     旭医398 科 横浜市旭区鶴ケ峰１－２２－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904320,399.9 あしたばメンタルクリ〒241-0024 045-360-8801医療法人社団鵬友会　久保田　裕 平16. 5.15精   心内 神  診療所
     旭医399 ニック 横浜市旭区本村町１０５－３５ラ常　勤:    2理事長　池島　秀明 新規 現存
     テール旭２Ｆ (医       2) 平22. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1905320,400.5 上川井クリニック 〒241-0802 045-923-0911医療法人Ｇ．Ｐ　理事大原　敦之 平16. 5. 1内   外   消  診療所
     旭医400 横浜市旭区上川井町２７７上川井常　勤:    1長　大原　敦之 組織変更 呼   循   放  現存
     メディカルビル２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906320,401.3 医療法人想愛会　サン〒241-0835 045-366-6821医療法人想愛会　理事相澤　一喜 平16. 5. 1内   小   放  診療所
     旭医401 クリニック 横浜市旭区柏町９７－８ 常　勤:    2長　相澤　一喜 組織変更 現存
     (医       2) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907320,402.1 いわま内科クリニック〒241-0031 045-958-2377岩間　博士 岩間　博士 平16. 6. 1内   アレ 診療所
     旭医402 横浜市旭区今宿西町４７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908320,403.9 小柳内科クリニック 〒241-0816 045-391-0121医療法人緑樹会　理事小栁　博司 平16. 6. 1内   循   呼  診療所
     旭医403 横浜市旭区笹野台１－２０－１２常　勤:    1長　小栁　博司 組織変更 皮   現存
     　２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909320,404.7 医療法人社団　善仁会〒241-0821 045-360-8288医療法人社団善仁会　塩崎　洋 平16. 7. 1他   診療所
     旭医404 　二俣川第二クリニッ横浜市旭区二俣川２－５７－４二常　勤:    1理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ク 俣川２５７ビル４階 (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910320,405.4 つくいけ内科クリニッ〒241-0031 045-959-5177医療法人社団平平會　藤岡　良彰 平16. 8. 1内   診療所
     旭医405 ク 横浜市旭区今宿西町３５８ 常　勤:    1理事長　橋本　隆平 新規 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911320,407.0 上野ストレスケアクリ〒241-0821 045-362-5255上野　高尚 上野　高尚 平16. 9.15心内 神   精  診療所
     旭医407 ニック 横浜市旭区二俣川２－５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912320,408.8 医療法人社団　湘仁会〒241-0821 045-391-7225医療法人社団湘仁会　渡邉　幸恵 平16. 9.15眼   診療所
     旭医408 　二俣川アイ眼科 横浜市旭区二俣川１－４－１二俣常　勤:    1理事長　齋藤　孝司 新規 現存
     川第一ビル２Ｆ (医       1) 平22. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913320,410.4 新井耳鼻咽喉科クリニ〒241-0821 045-367-1133医療法人　泰陽会　理新井　泰弘 平18. 8. 1耳い 診療所
     旭医410 ック 横浜市旭区二俣川１－５－３８Ｆ常　勤:    1事長　新井　泰弘 移動 現存
     Ｓビル４Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1914320,411.2 加藤メンタルクリニッ〒241-0821 045-391-7760加藤　由起子 加藤　由起子 平17. 4. 1精   診療所
     旭医411 ク 横浜市旭区二俣川１－６５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915320,413.8 はしば内科クリニック〒241-0005 045-958-2750橋場　友則 橋場　友則 平17. 5. 1内   呼   循  診療所
     旭医413 横浜市旭区白根５－１２－１０安常　勤:    1 新規 アレ 現存
     藤ビル２Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916320,414.6 きくち医院 〒241-0002 045-954-3234医療法人　秀悠会　理菊地　秀樹 平17. 5. 1外   内   消  診療所
     旭医414 横浜市旭区上白根１－８－９ 常　勤:    1事長　菊地　秀樹 組織変更 整外 こう 皮  現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917320,415.3 ささお眼科 〒241-0821 045-364-1010笹尾　徹也 笹尾　徹也 平17. 6. 1眼   診療所
     旭医415 横浜市旭区二俣川１－４３－２８常　勤:    1 新規 現存
     長崎屋２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918320,416.1 ２２２内科クリニック〒241-0801 045-924-6200渡部　一博 渡部　一博 平17. 9. 1内   循   呼  診療所
     旭医416 横浜市旭区若葉台２－２２　１０常　勤:    1 新規 神内 現存
     ５号 (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919320,417.9 片桐クリニック 〒241-0011 045-383-6761片桐　克敏 片桐　克敏 平17.10. 1循   内   外  診療所
     旭医417 横浜市旭区川島町３０５０－９ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1920320,419.5 二俣川消化器科・内科〒241-0821 045-363-0888水野　博 水野　博 平18. 4. 1消   内   診療所
     旭医419 横浜市旭区二俣川１－６－１二俣常　勤:    1 新規 現存
     川北口ビル２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921320,421.1 鶴ヶ峰消化器科・内科〒241-0022 045-370-6255幾世橋　篤 幾世橋　篤 平18. 4.15消   内   診療所
     旭医421 クリニック 横浜市旭区鶴ケ峰１－１２－３大常　勤:    1 新規 現存
     岡ビル３０１ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922320,422.9 塚原眼科医院 〒241-0821 045-363-1102医療法人社団　塚原眼塚原　正彦 平18. 8. 1眼   診療所
     旭医422 横浜市旭区二俣川１－５－３８Ｆ常　勤:    1科医院　理事長　塚原 移動 現存
     Ｓビル２Ｆ (医       1)　正彦 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1923320,423.7 横浜鶴ヶ峰病院 〒241-0011 045-371-2511医療法人　順正会　理島田　畯介 平18. 7. 1一般       108病院
     (326,423.1) 横浜市旭区川島町１７６４ 常　勤:   20事長　島田　畯介 組織変更 介護        43療養病床
     旭医423 (医      19) 平24. 7. 1内   呼外 外  現存
     (歯       1) こう 整外 眼  
     非常勤:   35 皮   婦   放  
     (医      29) リハ ひ   形外
     (歯       6) 歯   小歯 精  
     心内 脳外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924320,425.2 オカダ外科医院 〒241-0825 045-391-0456岡田　孝弘 岡田　孝弘 平19. 1. 1外   消   こう診療所
     旭医425 横浜市旭区中希望ヶ丘１１１ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925320,429.4 横浜都岡脳神経外科 〒241-0805 045-953-7777医療法人　横浜都岡脳神山　和世 平19. 5. 1一般        19診療所
     旭医429 横浜市旭区都岡町４２－１ 常　勤:    2神経外科　理事長　神 組織変更 脳外 現存
     (医       2)山　和世 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926320,430.2 たらお内科・消化器科〒241-0821 045-360-6501医療法人社団　たらお多羅尾　和郎 平19. 5. 1内   消   診療所
     旭医430 横浜市旭区二俣川２－５８－６大常　勤:    1内科　理事長　多羅尾 組織変更 現存
     洋ビル３Ｆ (医       1)　和郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927320,431.0 子安脳神経外科クリニ〒241-0821 045-360-1114医療法人社団　子安　子安　英樹 平19. 7. 1脳外 神内 循  診療所
     旭医431 ック 横浜市旭区二俣川１－６－１二俣常　勤:    1理事長　子安　英樹 組織変更 放   リハ 現存
     川北口ビル２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928320,432.8 わたなべ内科・呼吸器〒241-0821 045-365-1588渡邉　慶太郎 渡邉　慶太郎 平19. 9. 1内   呼   アレ診療所
     旭医432 科クリニック 横浜市旭区二俣川２－５７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929320,434.4 大川内科クリニック 〒241-0031 045-951-2321大川　育男 大川　育男 平19. 9.15内   循   診療所
     旭医434 横浜市旭区今宿西町２８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1930320,435.1 沢野クリニック 〒241-0825 045-360-9977医療法人社団　永和会澤野　眞人 平19.10.15内   循   呼  診療所
     旭医435 横浜市旭区中希望が丘１３２－１常　勤:    1　理事長　林　克尚 新規 皮   現存
     ０髙橋ビル１Ｆ・２Ｆ (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931320,437.7 大田小児科 〒241-0822 045-391-1911大田　剛穂 大田　剛穂 平20. 2. 1小   内   診療所
     旭医437 横浜市旭区さちが丘１４６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1932320,438.5 小関産婦人科医院 〒241-0821 045-363-0660小關　聡 小關　聡 平20. 2. 1一般         4診療所
     旭医438 横浜市旭区二俣川２－６２－７ 常　勤:    2 交代 産婦 内   現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933320,439.3 中希望が丘診療所 〒241-0825 045-350-5452医療法人社団　悠仁会石川　直将 平20. 2.15内   アレ 神内診療所
     旭医439 横浜市旭区中希望が丘９４－６ 常　勤:    1　理事長　石川　直将 新規 リウ 現存
     (医       1) 平26. 2.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934320,442.7 イアソクリニック 〒241-0022 045-371-0050山路　千春 山路　千春 平26. 4.22内   リウ 産婦診療所
     旭医442 横浜市旭区鶴ケ峰１－２７－３ 常　勤:    3 移動 皮   美外 心内現存
     (医       3) 平26. 4.22精   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935320,443.5 横浜カメリアホスピタ〒241-0003 045-958-0205医療法人カメリア　理齋藤　尚大 平20.11. 1精神       120病院
     旭医443 ル 横浜市旭区白根町９２０ 常　勤:    5事長　長岡　和 新規 精   心内 他  現存
     (医       5) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936320,446.8 希望ヶ丘耳鼻咽喉科 〒241-0825 045-365-4133小宅　大輔 小宅　大輔 平21. 4. 1耳い 診療所
     旭医446 横浜市旭区中希望が丘１０２－９常　勤:    1 新規 現存
     サンハイム希望ヶ丘２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937320,447.6 あおばクリニック 〒241-0821 045-365-6305 田　貞治 田　貞治 平21. 4. 1精   心内 診療所
     旭医447 横浜市旭区二俣川２－５７－５二常　勤:    1 新規 現存
     俣川メディカルビル１０１ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938320,448.4 御殿山クリニック横浜〒241-0806 045-955-5577医療法人社団　悠仁会石井　修 平21. 4. 1内   ひ   リハ診療所
     旭医448 横浜市旭区下川井町３４７－１ 常　勤:    1　理事長　石川　直将 新規 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939320,449.2 川﨑泌尿器科クリニッ〒241-0024 045-391-1061髙瀬　和紀 髙瀬　和紀 平21. 7. 1ひ   内   診療所
     旭医449 ク 横浜市旭区本村町１０１－３第７常　勤:    1 交代 現存
     パレス桜咲３Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1940320,452.6 クリニック　やまだ 〒241-0816 045-360-5508山田　行雄 山田　行雄 平22. 1. 1内   他   診療所
     旭医452 横浜市旭区笹野台１－３１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941320,453.4 医療法人社団　善仁会〒241-0021 045-955-2511医療法人社団　善仁会田村　浩三 平22. 1. 1他   診療所
     旭医453 　鶴ヶ峰クリニック 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３６－常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 交代 現存
     ２７ (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942320,454.2 神奈川県立がんセンタ〒241-0815 045-520-2222地方独立行政法人神奈本村　茂樹 平25.11. 2一般       415病院
     (326,454.6) ー 横浜市旭区中尾２－３－２ 常　勤:  122川県立病院機構　理事 移動 精   呼外 形外現存
     旭医454 (医     120)長　土屋　了介 平25.11. 2脳外 皮   ひ  
     (歯       2) 婦   眼   歯外
     非常勤:   33 麻   病理 呼内
     (医      32) リハ 他   内  
     (歯       1) 血内　腫内　消
     内　循内　消外
     　乳外　内泌外
     　腫整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943320,455.9 いしかわ内科クリニッ〒241-0821 045-360-1717医療法人　いしかわ内石川　雅 平22. 5. 1内   他   診療所
     旭医455 ク 横浜市旭区二俣川１－４５－８９常　勤:    1科クリニック　理事長 交代 現存
     浅野ビル２Ｆ (医       1)　石川　雅 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944320,456.7 大塚クリニック 〒241-0014 045-355-5377医療法人　朋良会　理大塚　良行 平22. 6. 1内   循   放  診療所
     旭医456 横浜市旭区市沢町９９５－１１田常　勤:    1事長　大塚　良行 交代 他   現存
     口ビル１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945320,457.5 横浜鶴ヶ峰病院付属　〒241-0022 045-371-0089医療法人　順正会　理浦野　薫 平22. 8. 1内   婦   他  診療所
     旭医457 健診クリニック 横浜市旭区鶴ヶ峰２－８２－１コ常　勤:    2事長　島田　畯介 新規 現存
     コロット鶴ヶ峰５Ｆ (医       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946320,458.3 石田クリニック 〒241-0005 045-953-3308石田　久人 石田　久人 平23. 7. 1内   小   他  診療所
     旭医458 横浜市旭区白根６－１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   218 頁

 1947320,459.1 医療法人社団　東京石〒241-0014 045-355-3600医療法人社団　東京石太田　誠志 平24. 1. 1脳外 整外 リハ診療所
     旭医459 心会　新緑脳神経外科横浜市旭区市沢町５７４－１ 常　勤:    3心会　理事長　青山　 交代 他   現存
     (医       3)壽久 平24. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948320,460.9 あさひ本宿クリニック〒241-0023 045-360-8681医療法人社団　みさと増田　哲也 平24. 4. 1内   整外 皮  診療所
     旭医460 横浜市旭区本宿町９０－３０ 常　勤:    1まこと会　理事長　増 交代 現存
     (医       1)田　哲也 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949320,461.7 南本宿診療所 〒241-0833 045-744-8111林　和秀 林　和秀 平24. 5. 1内   診療所
     旭医461 横浜市旭区南本宿町３６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950320,462.5 医療法人社団　健悠会〒241-0821 045-360-7373医療法人社団　健悠会三浦　竹彦 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     旭医462 　二俣川整形外科 横浜市旭区二俣川２－５８－２第常　勤:    1　理事長　三浦　竹彦 交代 現存
     一清水ハーモニビル　１Ｆ－１号(医       1) 平24. 4. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951320,463.3 あわや内科・循環器内〒241-0024 045-360-0322粟屋　透 粟屋　透 平24. 7. 1内   他   診療所
     旭医463 科 横浜市旭区本村町１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952320,464.1 たいクリニック 〒241-0022 045-350-7770医療法人　たいクリニ田井　重行 平24. 6. 1麻   内   ひ  診療所
     旭医464 横浜市旭区鶴ケ峰２－５－２メゾ常　勤:    1ック　理事長　田井　 交代 精   現存
     ン桂１Ｆ (医       1)重行 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953320,465.8 ひかりが丘内科・在宅〒241-0001 045-489-9696医療法人　静堂会　理眞鍋　隆宏 平24. 7. 1内   診療所
     旭医465 クリニック 横浜市旭区上白根町８９１西ひか常　勤:    1事長　眞鍋　隆宏 交代 現存
     りが丘団地１８街区７棟１０１号(医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954320,466.6 すずき小児科・アレル〒241-0821 045-360-7750鈴木　剛 鈴木　剛 平25. 4. 1小   アレ 診療所
     旭医466 ギー科 横浜市旭区二俣川１－４５－７６常　勤:    1 交代 現存
     坂本ビル１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955321,000.2 たぐち内科クリニック〒241-0825 045-360-7070医療法人漸進会　理事田口　克司 平25.12. 1内   診療所
     旭医1000 横浜市旭区中希望が丘１３８－１常　勤:    1長　田口　克司 交代 消内 現存
     第２山西ビル１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
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 1956321,001.0 西横浜クリニック 〒241-0802 045-465-4418金川　光泰 金川　光泰 平26. 3. 1内   診療所
     旭医1001 横浜市旭区上川井町２７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957321,002.8 髙橋内科クリニック 〒241-0004 045-958-1055髙橋　裕 髙橋　裕 平26. 5.12内   診療所
     旭医1002 横浜市旭区中白根２－５０－１５常　勤:    1 新規 肝内　消内 現存
     (医       1) 平26. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958321,003.6 たまがわクリニック 〒241-0814 045-365-6677玉川　聡 玉川　聡 平26. 7. 1内   神内 心内診療所
     旭医1003 横浜市旭区中沢１－４６－７二俣常　勤:    1 新規 精   現存
     川クリニックモール３Ｆ (医       1) 平26. 7. 1漢内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959321,004.4 土屋耳鼻咽喉科 〒241-0022 045-382-3555土屋　幸造 土屋　幸造 平26. 7. 1耳い アレ 診療所
     旭医1004 横浜市旭区鶴ケ峰２－３０－１０常　勤:    1 交代 現存
     ＭＤビル２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960321,005.1 梅沢整形外科 〒241-0826 045-360-0050医療法人社団梅沢医院梅澤　雪子 平26. 9.16整外 診療所
     旭医1005 横浜市旭区東希望が丘７７－２ 常　勤:    1　理事長　梅澤　裕信 新規 美皮 現存
     (医       1) 平26. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961091,008.3 新横浜フォレストクリ〒222-0026 045-438-3720中坂　義邦 中坂　義邦 平26. 6. 1内   呼内 神内診療所
     港医1008 ニック 横浜市港北区篠原町３０１４－２常　勤:    1 新規 漢内 現存
     加祥ビル４Ｆ　Ａ号室 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962330,021.7 一般社団法人日本厚生〒226-0027 045-981-1201一般社団法人日本厚生戸田　憲孝 昭32. 9. 1一般       170病院
     緑医21 団　長津田厚生総合病横浜市緑区長津田４－２３－１ 常　勤:   22団　理事長　戸田　憲 療養        20現存
     院 (医      22)孝 平23. 9. 1内   神内 外  
     非常勤:   41 整外 脳外 皮  
     (医      41) ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
     呼内　循内　消
     内　血内　糖内
     　腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963330,103.3 山田小児科 〒226-0011 045-931-4574山田　雅人 山田　雅人 昭49. 4. 1小   診療所
     緑医103 横浜市緑区中山町７５０ 現存
     平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964330,112.4 相澤眼科医院 〒226-0011 045-931-1154相沢　克夫 相沢　克夫 昭37. 1. 1眼   診療所
     緑医112 横浜市緑区中山町１５４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
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 1965330,325.2 苅谷皮膚科医院 〒226-0015 045-933-6655苅谷　英郎 苅谷　英郎 昭50. 5. 1皮   診療所
     緑医325 横浜市緑区三保町２２３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966330,332.8 桂クリニック 〒226-0005 045-932-3371桂　武 桂　武 昭50.11.15内   消   循  診療所
     緑医332 横浜市緑区竹山１－９－２ 常　勤:    1 耳い 現存
     (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967330,337.7 田中医院 〒226-0003 045-934-1337田中　素子 田中　素子 昭51.11. 1内   精   神  診療所
     緑医337 横浜市緑区鴨居６－１－１ 常　勤:    1 胃   循   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968330,356.7 三澤内科小児科クリニ〒226-0002 045-473-5310三澤　晴敬 三澤　晴敬 昭54. 1.15内   小   皮  診療所
     緑医356 ック 横浜市緑区東本郷３－５０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969330,385.6 医療法人社団　青葉会〒226-0003 045-933-4111医療法人社団　青葉会斉藤　勝正 平 5. 4. 1一般       183病院
     緑医385 　牧野記念病院 横浜市緑区鴨居２－２１－１１ 常　勤:   20　理事長　中村　毅 内   心内 外  現存
     (医      20) 平23. 4. 1呼外 心外 脳外
     非常勤:   52 整外 形外 皮  
     (医      52) ひ   小   放  
     リハ 麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970330,386.4 小林内科医院 〒226-0016 045-922-1188小林　房之助 小林　房之助 昭56. 4.15内   小   診療所
     緑医386 横浜市緑区霧が丘５－２５－６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971330,387.2 夏目クリニック 〒226-0025 045-934-2711夏目　一夫 夏目　一夫 昭56.10.15胃   整外 麻  診療所
     緑医387 横浜市緑区十日市場町８１９ー３常　勤:    1 外   リハ 現存
     (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972330,392.2 きりが丘眼科 〒226-0016 045-921-8022成瀬　いく子 成瀬　いく子 平26. 4.18眼   診療所
     緑医392 横浜市緑区霧が丘５－２５－４ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973330,402.9 医療法人社団恵生会　〒226-0005 045-932-1668医療法人社団恵生会　大矢　美佐 昭57.12. 1一般        18病院
     緑医402 竹山病院 横浜市緑区竹山３－１－９ 常　勤:    1理事長　冨田　祐司 介護        46現存
     (医       1) 平21.12. 1内   心内 リハ
     非常勤:   19 麻   外   整外
     (医      19) 形外 美外 皮  
     ひ   こう 耳  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1974330,419.3 牧医院 〒226-0027 045-981-0110牧　一正 牧　一正 昭59. 4. 1内   小   診療所
     緑医419 横浜市緑区長津田５－２－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975330,435.9 有田医院 〒226-0013 045-931-1133有田　英一 有田　英一 平 7. 8.31内   皮   リハ診療所
     緑医435 横浜市緑区寺山町８９　クレフ中常　勤:    1 移動 現存
     山１Ｆ (医       1) 平22. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976330,438.3 加茂皮フ科クリニック〒226-0003 045-933-1612加茂　紘一郎 加茂　紘一郎 昭62. 5. 1皮   診療所
     緑医438 横浜市緑区鴨居４－３－１５チサ常　勤:    1 現存
     ンマンション１０５ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977330,461.5 とおまファミリークリ〒226-0011 045-931-8111當間　克彦 當間　克彦 平元. 2.15内   胃   外  診療所
     緑医461 ニック 横浜市緑区中山町３２９－６ 常　勤:    1 皮ひ 現存
     (医       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978330,462.3 医療法人社団　研医会〒226-0011 045-934-3434医療法人社団　研医会林　央介 平24. 5.21整外 皮   リハ診療所
     緑医462 　二宮整形外科 横浜市緑区中山町２１９ル・チー常　勤:    1　理事長　二宮　浩 移動 現存
     ドビル２０３ (医       1) 平24. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979330,464.9 松岡クリニック 〒226-0011 045-931-8381松岡　隆則 松岡　隆則 平元. 4. 1内   脳外 リハ診療所
     緑医464 横浜市緑区中山町３０５－２０レ常　勤:    1 現存
     オナードビル中山２Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980330,472.2 大島皮膚科医院 〒226-0013 045-934-0464医療法人社団大島皮膚大島　明子 平元. 8. 1皮   診療所
     緑医472 横浜市緑区寺山町８９スクエア２常　勤:    1科医院　理事長　大島 現存
     １ (医       1)　明子 平22. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981330,473.0 田医院 〒226-0025 045-983-6649医療法人社団弘医会　 田　篤正 平 8.10.16耳い 診療所
     緑医473 横浜市緑区十日市場町８０１－８常　勤:    1理事長　 田　篤正 移動 現存
     (医       1) 平23.10.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1982330,492.0 医療法人社団三喜会　〒226-0025 045-984-2400医療法人社団三喜会　小田　瑞彦 平 3. 2. 1一般       199病院
     緑医492 横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町１７２６－常　勤:   31理事長　藤田　力也 療養        37現存
     ７ (医      31) 平24. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   64 脳外 婦   眼  
     (医      64) ひ   皮   循  
     麻   放   リハ
     こう 呼   神内
     他   
     消内　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983330,493.8 医療法人社団元気会　〒226-0013 045-933-1011医療法人社団元気会　北島　明佳 平 3. 2. 1療養       164病院
     緑医493 横浜病院 横浜市緑区寺山町７２９ 常　勤:    5理事長　北島　明佳 精神        50現存
     (医       5) 平24. 2. 1介護       112
     非常勤:    7 内   精   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984330,497.9 緑メンタルクリニック〒226-0011 045-933-3286医療法人社団　緑メン池田　信之 平20.12. 1心内 精   内  診療所
     緑医497 横浜市緑区中山町３０６－７グレ常　勤:    1タルクリニック　理事 移動 現存
     ースメゾン２Ｆ (医       1)長　池田　信之 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985330,536.4 西本クリニック緑 〒226-0026 045-922-2500医療法人社団　研幸会西本　研一 平 5. 9. 1内   胃   外  診療所
     緑医536 横浜市緑区長津田町５２９３ 常　勤:    1　理事長　西本　研一 新規 整外 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986330,545.5 大越医院 〒226-0014 045-931-1644医療法人社団　大越医大越　俊和 平 5.11. 1内   耳い 眼  診療所
     緑医545 横浜市緑区台村町３６２ 常　勤:    2院　理事長　大越　俊 組織変更 現存
     (医       2)和 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987330,550.5 医療法人社団　八朔ク〒226-0021 045-933-7388医療法人社団八朔クリ奥　美香子 平 6. 2. 1内   診療所
     緑医550 リニック 横浜市緑区北八朔町２０２９ 常　勤:    1ニック　理事長　奥　 組織変更 現存
     (医       1)美香子 平24. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988330,555.4 医療法人社団　有仁会〒226-0026 045-981-0414医療法人社団　有仁会嶋津　義臣 平 6. 6. 1内   外   整外診療所
     緑医555 　島津メディカルクリ横浜市緑区長津田町２７３３ 常　勤:    3　理事長　嶋津　義臣 組織変更 皮   現存
     ニック (医       3) 平24. 6. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1989330,560.4 池田耳鼻咽喉科医院 〒226-0011 045-931-0027医療法人社団　昭仁会池田　利昭 平 8.11.19耳い 診療所
     緑医560 横浜市緑区中山町３０６－１ 常　勤:    1　理事長　池田　利昭 移動 現存
     (医       1) 平23.11.19
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 1990330,565.3 野村医院 〒226-0028 045-981-2568山本　るり子 山本　るり子 平 7. 3.16一般         6診療所
     緑医565 横浜市緑区いぶき野８－１５ 常　勤:    1 交代 内   消   こう現存
     (医       1) 平22. 3.16皮   小   整外
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991330,567.9 緑区休日急患診療所 〒226-0011 045-937-2300一般社団法人横浜市緑大川　拓也 平 7. 7. 1内   外   耳  診療所
     緑医567 横浜市緑区中山町１１５６ 常　勤:    2区医師会　会長　池田 新規 現存
     (医       2)　信之 平22. 7. 1
     非常勤:  100
     (医     100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992330,568.7 鴨居病院 〒226-0003 045-933-1911医療法人社団　鴨居病荒井　ゆかり 平18. 4. 1一般        54病院
     緑医568 横浜市緑区鴨居５－２７－１０ 常　勤:    6院　理事長　荒井　ゆ 移動 療養        96現存
     (医       6)かり 平24. 4. 1内   小   外  
     非常勤:   35 整外 リウ 形外
     (医      35) 脳外 リハ 皮  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993330,570.3 柴田整形外科 〒226-0011 045-935-3880医療法人社団　宏仁会柴田　宏明 平 7.11. 1整外 リハ リウ診療所
     緑医570 横浜市緑区中山町３０６－１ミヨ常　勤:    1　理事長　柴田　宏明 組織変更 内   現存
     シシードビル３Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994330,576.0 医療法人社団　研医会〒226-0016 045-921-8989医療法人社団　研医会田中　修 平 8. 9.15整外 皮   小  診療所
     緑医576 　霧が丘整形外科皮膚横浜市緑区霧が丘４－２２－９ 常　勤:    1　理事長　二宮　浩 新規 内   リハ 外  現存
     科 (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995330,578.6 鴨居小児科内科医院 〒226-0003 045-935-3281医療法人社団　一曜会古井　民一郎 平 8.11. 1小   内   診療所
     緑医578 横浜市緑区鴨居１－３－１３ 常　勤:    1　理事長　古井　民一 組織変更 現存
     (医       1)郎 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996330,580.2 一色こどもクリニック〒226-0006 045-933-0061医療法人社団　一色こ一色　保夫 平10. 9. 1小   診療所
     緑医580 横浜市緑区白山１－１－３ 常　勤:    1どもクリニック　理事 移動 現存
     (医       1)長　一色　保夫 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997330,581.0 皆川小児科 〒226-0011 045-933-1134医療法人社団　皆川小皆川　邦子 平 9. 5. 1小   診療所
     緑医581 横浜市緑区中山町３０５－２０レ常　勤:    1児科　理事長　皆川　 組織変更 現存
     オナードビル中山１階 (医       1)邦子 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998330,582.8 みどりクリニック 〒226-0025 045-981-2892医療法人社団　敬愛会白井　尚 平 9. 5. 1内   皮   ひ  診療所
     緑医582 横浜市緑区十日市場町８００－３常　勤:    1　理事長　白井　尚 組織変更 現存
     及び４エテルナⅢ３階 (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1999330,583.6 みどり野診療所 〒226-0025 045-981-7222公益財団法人横浜勤労豊田　浩二 平18. 4. 1内   消   循  診療所
     緑医583 横浜市緑区十日市場町９１５－１常　勤:    1者福祉協会　理事長　 移動 神内 整外 現存
     ４ (医       1)窪倉　孝道 平24. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000330,586.9 平本医院 〒226-0016 045-923-0868平本　明 平本　明 平10. 2.15内   小   外  診療所
     緑医586 横浜市緑区霧が丘１－２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001330,589.3 医療法人社団　研医会〒226-0003 045-932-4790医療法人社団　研医会成澤　亜古 平10.11.15内   外   胃  診療所
     緑医589 　かもい内科胃腸科 横浜市緑区鴨居４－３－１５チサ常　勤:    2　理事長　二宮　浩 新規 小   整外 リハ現存
     ンマンション鴨居１０４ (医       2) 平22.11.15循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002330,591.9 長津田メンタルクリニ〒226-0027 045-989-6255砂山　秀次郎 砂山　秀次郎 平11. 2.15神   精   心内診療所
     緑医591 ック 横浜市緑区長津田５－２－６７鈴常　勤:    1 新規 現存
     木ビル２階 (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003330,593.5 神田整形外科 〒226-0003 045-933-7888神田　健博 神田　健博 平11. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     緑医593 横浜市緑区鴨居４－２－２８ＭＫ常　勤:    1 新規 現存
     ビル (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004330,595.0 坂本内科胃腸科クリニ〒226-0011 045-935-7811医療法人　英和会　理坂本　芳大 平11. 6. 1内   胃   診療所
     緑医595 ック 横浜市緑区中山町３０６－１ミヨ常　勤:    1事長　坂本　芳大 組織変更 現存
     シズ・シードビル４０２ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005330,596.8 医療法人社団　三喜会〒226-0025 045-989-5600医療法人社団　三喜会大地　哲郎 平12.12. 1内   外   診療所
     緑医596 　新緑ホームケアクリ横浜市緑区十日市場町８５３－１常　勤:    3　理事長　藤田　力也 移動 現存
     ニック ４ (医       3) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006330,598.4 竹山クリニック 〒226-0005 045-932-0373来寶　紀子 来寶　紀子 平11. 6.24内   小   胃  診療所
     緑医598 横浜市緑区竹山３－１－１１ 常　勤:    2 交代 眼   皮   現存
     (医       2) 平23. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007330,599.2 高津小児科医院 〒226-0025 045-983-5121医療法人　聖明会　理髙津　明男 平11.12. 1小   診療所
     緑医599 横浜市緑区十日市場町８２０－３常　勤:    1事長　髙津　明男 組織変更 現存
     第二サンワードビル１Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008330,602.4 中山皮フ科クリニック〒226-0011 045-939-3933古川　雅司 古川　雅司 平22.11. 1皮   形外 診療所
     緑医602 横浜市緑区中山町３０６　ミヨシ常　勤:    1 移動 現存
     ズシード２０３ (医       1) 平22.11. 1
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 2009330,606.5 近藤産婦人科 〒226-0011 045-932-5503近藤　雅子 近藤　雅子 平12.10. 1産   婦   診療所
     緑医606 横浜市緑区中山町３０３－１ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010330,607.3 やまもとクリニック 〒226-0011 045-929-1300医療法人社団　飛翔会山本　典子 平12.12. 1内   循   診療所
     緑医607 横浜市緑区中山町３２１－９ステ常　勤:    1　理事長　山本　典子 組織変更 現存
     ラ２１　１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011330,608.1 山田クリニック 〒226-0025 045-988-5752山田　則道 山田　則道 平13. 6. 1胃   内   こう診療所
     緑医608 横浜市緑区十日市場町８０２－１常　勤:    1 新規 外   現存
     田中ビル４Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012330,610.7 Ｊクリニック 〒226-0025 045-989-5560医療法人社団　メンタ今福　淳 平13.11. 1精   神   心内診療所
     緑医610 横浜市緑区十日市場町８０５－１常　勤:    1ルライフ研究会　理事 組織変更 現存
     十日市場佐藤ビル４Ｆ (医       1)長　今福　淳 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013330,611.5 さいとうクリニック 〒226-0021 045-932-6555医療法人　心叡会　斎斎藤　洋子 平13.11. 1内   小   産婦診療所
     緑医611 横浜市緑区北八朔町１２０８－１常　勤:    1藤　洋子 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014330,612.3 みなみ台小に科 〒226-0018 045-982-7041古藤　秀洋 古藤　秀洋 平13.12.15小   診療所
     緑医612 横浜市緑区長津田みなみ台１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０－９ (医       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015330,613.1 いのうち内科クリニッ〒226-0025 045-981-4513井内　正人 井内　正人 平14. 5. 1内   リハ 診療所
     緑医613 ク 横浜市緑区十日市場町９０１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016330,614.9 三瓶眼科 〒226-0025 045-984-2980三瓶　重人 三瓶　重人 平14. 7.15眼   診療所
     緑医614 横浜市緑区十日市場町８７１－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017330,615.6 ほんだクリニック 〒226-0016 045-920-0750譽田　明弘 譽田　明弘 平14. 9. 1整外 内   リハ診療所
     緑医615 横浜市緑区霧が丘３－２－９ 常　勤:    2 新規 リウ 消   呼  現存
     (医       2) 平26. 9. 1循   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018330,616.4 さかたに小児科 〒226-0014 045-930-3110坂谷　恭子 坂谷　恭子 平14. 9.15小   アレ 診療所
     緑医616 横浜市緑区台村町３０９－１土井常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2019330,617.2 中山北口眼科 〒226-0011 045-930-3090阿部　聡 阿部　聡 平14. 9.15眼   診療所
     緑医617 横浜市緑区中山町３０６－１ミヨ常　勤:    1 新規 現存
     シズシードビル５０２ (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020330,624.8 よしだ健康ケアクリニ〒226-0027 045-988-0775吉田　保男 吉田　保男 平15. 5.15内   循   ひ  診療所
     緑医624 ック 横浜市緑区長津田２－５－１４長常　勤:    1 新規 こう 現存
     津田森島ビル１Ｆ (医       1) 平21. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021330,625.5 医療法人社団健信会　〒226-0025 045-989-6388医療法人社団健信会　田村　信一 平15. 9.18胃   内   循  診療所
     緑医625 田村内科クリニック 横浜市緑区十日市場町８０４－２常　勤:    1理事長　田村　信一 移動 呼   小   アレ現存
     ホーメストプラザ十日市場西館１(医       1) 平21. 9.18
     ０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022330,627.1 福村内科 〒226-0002 045-471-7766医療法人一誠会　理事福村　基之 平15.12. 1内   呼   循  診療所
     緑医627 横浜市緑区東本郷４－１－２２プ常　勤:    1長　福村　基之 組織変更 消   整外 現存
     ログレセ鴨居１Ｆ (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023330,629.7 浅野皮フ科 〒226-0003 045-932-6679田中　真里 田中　真里 平16. 2. 1皮   診療所
     緑医629 横浜市緑区鴨居１－８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024330,631.3 みどりの家診療所 〒226-0022 045-937-6102社会福祉法人　キャマ三宅　捷太 平16. 5. 1内   小   神内診療所
     (336,631.7) 横浜市緑区青砥町２２０－１ 常　勤:    2ラード　理事長　今岡 新規 リハ アレ 歯  現存
     緑医631 (医       2)　昌恒 平22. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025330,632.1 芦野内科クリニック 〒226-0006 045-937-2722医療法人社団佳和会　芦野　和博 平16. 6. 1内   循   呼  診療所
     緑医632 横浜市緑区白山２－３－１１カサ常　勤:    1理事長　芦野　和博 組織変更 胃   現存
     ベルテ横濱１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026330,633.9 楠原医院 〒226-0011 045-933-2561医療法人　淳和会　理沖　浩佳 平16. 6. 1外   胃   循  診療所
     緑医633 横浜市緑区中山町６１０ 常　勤:    1事長　沖　浩佳 組織変更 内   皮   現存
     (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2027330,634.7 長田整形外科 〒226-0027 045-982-2010医療法人社団　祐昇会長田　信人 平26. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     緑医634 横浜市緑区長津田５－５－１３長常　勤:    1　理事長　長田　信人 移動 現存
     津田メディカルスクエア２Ｆ３Ｆ(医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028330,635.4 医療法人社団三栄会　〒226-0016 045-920-0331医療法人社団三栄会　児島　弘臣 平16. 7. 1内   診療所
     緑医635 霧が丘クリニック 横浜市緑区霧が丘３－８－１ 常　勤:    1理事長　児島　弘臣 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029330,636.2 医療法人社団　善仁会〒226-0011 045-938-6377医療法人社団　善仁会東芝　林 平22. 5. 3他   診療所
     緑医636 　中山駅前クリニック横浜市緑区中山町３２６－１ヴェ常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ルデ中山５Ｆ (医       1) 平22. 5. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030330,638.8 あゆみクリニック 〒226-0003 045-936-0513上里　雅史 上里　雅史 平17. 9. 1内   リウ 診療所
     緑医638 横浜市緑区鴨居４－５２－２９マ常　勤:    1 新規 現存
     ークミュー鴨居１０１ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031330,642.0 宮崎眼科 〒226-0018 045-989-1805宮崎　正人 宮崎　正人 平17.11. 1眼   診療所
     緑医642 横浜市緑区長津田みなみ台４－７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032330,645.3 医療法人成幸会　高津〒226-0025 045-989-3588医療法人成幸会　理事髙津　竜太郎 平17.11. 1内   循   神内診療所
     緑医645 内科医院 横浜市緑区十日市場町８１９－９常　勤:    1長　髙津　竜太郎 組織変更 現存
     リトルバレー１０１ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033330,647.9 成和クリニック 〒226-0025 045-981-1403林　孝太郎 林　孝太郎 平18. 4. 1内   神内 診療所
     緑医647 横浜市緑区十日市場町８１６－８常　勤:    1 新規 現存
     バラハイツ十日市場１０１ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034330,650.3 やまがみ内科医院 〒226-0018 045-988-2205医療法人　やまがみ内山上　純 平18. 5. 1内   循   呼  診療所
     緑医650 横浜市緑区長津田みなみ台１－５常　勤:    1科　理事長　山上　純 組織変更 小   現存
     －２３ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2035330,651.1 フジ眼科歯科クリニッ〒226-0003 045-931-6644医療法人　津要会　理藤津　均 平18. 6. 1眼   歯   診療所
     (336,651.5) ク 横浜市緑区鴨居４－１－９明実ビ常　勤:    1事長　藤津　均 組織変更 現存
     緑医651 ル２Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036330,652.9 長津田眼科クリニック〒226-0027 045-988-0225田中　香純 田中　香純 平18.10. 1眼   診療所
     緑医652 横浜市緑区長津田５－４－１長津常　勤:    1 新規 現存
     田クリニックビル３Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037330,653.7 あゆみ小児科内科 〒226-0027 045-986-2099楠本　純司 楠本　純司 平18.10.15小   内   アレ診療所
     緑医653 横浜市緑区長津田５－２－６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038330,655.2 田園ひかりクリニック〒226-0027 045-988-0135德山　周司 德山　周司 平19. 4. 1内   心内 神  診療所
     緑医655 横浜市緑区長津田５－４－３９　常　勤:    1 新規 精   現存
     カーサアニール１０１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039330,656.0 岩波胃腸科外科医院 〒226-0022 045-932-3806岩波　正英 岩波　正英 平19. 4. 1一般         8診療所
     緑医656 横浜市緑区青砥町１１２２番地 常　勤:    1 交代 胃   外   整外現存
     (医       1) 平25. 4. 1内   消   こう
     非常勤:    1 アレ 皮   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040330,657.8 森の子キッズクリニッ〒226-0011 045-929-5501山田　俊彦 山田　俊彦 平19. 4.15小   アレ 診療所
     緑医657 ク 横浜市緑区中山町７５０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041330,658.6 三保の森クリニック 〒226-0015 045-922-5255医療法人　赤枝会　理武林　祥裕 平19. 5.15一般         6診療所
     緑医658 横浜市緑区三保町１９５－１ 常　勤:    2事長　赤枝　雄一 新規 内   整外 神内現存
     (医       2) 平25. 5.15脳外 他   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042330,659.4 ふたば心のクリニック〒226-0025 045-988-1107中田　秀樹 中田　秀樹 平19. 7. 1心内 神   精  診療所
     緑医659 横浜市緑区十日市場町８１９－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043330,660.2 中西眼科 〒226-0025 045-988-0083中西　実 中西　実 平19. 8.15眼   診療所
     緑医660 横浜市緑区十日市場町８１９－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平25. 8.15



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   229 頁

 2044330,661.0 みなみ台内科クリニッ〒226-0018 045-988-1507萬屋　基 萬屋　基 平19. 9. 1内   消   診療所
     緑医661 ク 横浜市緑区長津田みなみ台４－４常　勤:    1 新規 現存
     －４ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045330,662.8 谷田部クリニック 〒226-0011 045-937-7115谷田部　博嗣 谷田部　博嗣 平19.10.15内   診療所
     緑医662 横浜市緑区中山町９０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046330,665.1 田口メディカルクリニ〒226-0014 045-932-0303田口　崇人 田口　崇人 平20. 4. 1内   神内 小  診療所
     緑医665 ック 横浜市緑区台村町１７７－１　フ常　勤:    1 新規 現存
     ォーサイト１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047330,666.9 十日市場整形外科内科〒226-0025 045-989-1151浅井　潤一郎 浅井　潤一郎 平20. 5. 1整外 内   リハ診療所
     緑医666 医院 横浜市緑区十日市場町８４９－６常　勤:    1 新規 神内 現存
     　アドバンス第５ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048330,668.5 ちはら小児クリニック〒226-0016 045-923-1226医療法人　どんぐり会茆原　博志 平20. 5. 1小   内   アレ診療所
     緑医668 横浜市緑区霧が丘３－２－９ 常　勤:    1　理事長　茆原　博志 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049330,669.3 なごや耳鼻咽喉科クリ〒226-0027 045-989-3387医療法人社団　なごや名古屋　孝夫 平20. 6. 1耳い アレ 診療所
     緑医669 ニック 横浜市緑区長津田５－４－１長津常　勤:    1か会　理事長　名古屋 組織変更 現存
     田クリニックビル５Ｆ (医       1)　孝夫 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050330,670.1 みよしクリニック 〒226-0003 045-929-3440三好　映子 三好　映子 平24. 8.13内   アレ 他  診療所
     緑医670 横浜市緑区鴨居３－１－６鴨居岩常　勤:    1 移動 現存
     間ビル１Ｆ (医       1) 平24. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051330,671.9 三保町内科・循環器ク〒226-0015 045-936-0034小野　文明 小野　文明 平21. 9. 1内   小   他  診療所
     緑医671 リニック 横浜市緑区三保町１８０３－１フ常　勤:    1 新規 現存
     レンズナカヤマ１Ｆ　Ｂ－１０２(医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052330,675.0 大氣耳鼻咽喉科 〒226-0011 045-932-8741医療法人　誠道会　理大氣　誠道 平23. 6. 1耳い 診療所
     緑医675 横浜市緑区中山町字前河内６２３常　勤:    1事長　大氣　誠道 移動 現存
     －８ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053330,676.8 医療法人社団　一星会〒226-0018 045-532-4187医療法人社団　一星会勝見　直樹 平22.12. 1耳い 診療所
     緑医676 　みなみ台耳鼻科 横浜市緑区長津田みなみ台４－４常　勤:    1　理事長　佐藤　剛 交代 現存
     －４　クリニックモールみなみ台(医       1) 平22.12. 1
     ２－４
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 2054330,678.4 あまかす医院 〒226-0006 045-931-2404医療法人社団　貞誠会甘粕　誠 平23. 1. 1ひ   診療所
     緑医678 横浜市緑区白山１－１－３ 常　勤:    1　理事長　甘粕　誠 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055330,679.2 横浜田園都市病院 〒226-0026 045-981-2000澁谷　誠二 澁谷　誠二 平23. 1.13療養       255病院
     (336,679.6) 横浜市緑区長津田町３０３１－２常　勤:    7 交代 介護       120現存
     緑医679 (医       6) 平23. 1.13内   歯   リハ
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056330,682.6 みなみレディースクリ〒226-0018 045-482-7373森　理子 森　理子 平23. 5. 1産婦 内   小  診療所
     緑医682 ニック 横浜市緑区長津田みなみ台１－１常　勤:    1 新規 現存
     －５ (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057330,683.4 ししど内科クリニック〒226-0003 045-929-4114医療法人社団　宍戸会宍戸　敏浩 平23. 6. 1内   心内 他  診療所
     緑医683 横浜市緑区鴨居４－２－３１　１常　勤:    1　理事長　宍戸　敏浩 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058330,685.9 ぽっけキッズクリニッ〒226-0018 045-988-5330医療法人　夢明日　理大川　拓也 平23.12. 1小   アレ 診療所
     緑医685 ク 横浜市緑区長津田みなみ台６－２常　勤:    1事長　大川　拓也 交代 現存
     ４－１３ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059330,686.7 鴨居なのはな耳鼻咽喉〒226-0003 045-929-2727山田　尚宏 山田　尚宏 平24. 3. 1耳い アレ 他  診療所
     緑医686 科 横浜市緑区鴨居１－７－４鴨居エ常　勤:    1 新規 現存
     トス２Ｆ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060330,687.5 しばた形成外科・内科〒226-0025 045-507-5801柴田　祥子 柴田　祥子 平24. 4. 1形外 内   皮  診療所
     緑医687 　十日市場院 横浜市緑区十日市場町８０５－１常　勤:    1 新規 美外 現存
     十日市場佐藤ビル３０１ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061330,688.3 なかやま整形外科 〒226-0014 045-935-5222医療法人　潤心会　理本田　英一郎 平24. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     緑医688 横浜市緑区台村町３３２－１第二常　勤:    1事長　本田　英一郎 交代 現存
     丸正ビル１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062330,689.1 医療法人社団　善仁会〒226-0003 045-938-8780医療法人社団　善仁会鈴木　伸生 平24. 9. 1療養        19診療所
     緑医689 　かもい腎クリニック横浜市緑区鴨居２－１７－１５　常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 内   他   現存
     １Ｆ～３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 2063330,691.7 横浜ながつた内科・呼〒226-0027 045-989-5822瀬戸　武志 瀬戸　武志 平24.10. 1内   アレ 他  診療所
     緑医691 吸器クリニック 横浜市緑区長津田４－１１－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064330,692.5 あかおぎ内科リウマチ〒226-0027 045-988-8080赤荻　淳 赤荻　淳 平24.10. 1内   リウ アレ診療所
     緑医692 クリニック 横浜市緑区長津田４－２－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065330,693.3 白神医院 〒226-0016 045-920-0881医療法人社団　圭由会白神　圭由 平24.12. 1内   他   診療所
     緑医693 横浜市緑区霧が丘３－８－１ 常　勤:    1　理事長　白神　圭由 交代 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066330,694.1 長津田駅前　胃腸内科〒226-0027 045-984-1112桂　三千男 桂　三千男 平25. 4. 1内   外   他  診療所
     緑医694 横浜市緑区長津田４－５－５長津常　勤:    1 新規 現存
     田メディカルヴィレッジＢ棟１Ｆ(医       1) 平25. 4. 1
     １０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067330,696.6 ほんだ眼科クリニック〒226-0011 045-482-3200医療法人社団　緑恵会本田　紀彦 平25. 4. 1眼   他   診療所
     緑医696 横浜市緑区中山町２１９ル・チー常　勤:    1　理事長　本田　紀彦 交代 現存
     ドビル１０３ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068330,697.4 さとう皮フ科 〒226-0025 045-983-1272医療法人光友会　理事佐藤　光浩 平25. 5. 1皮   診療所
     緑医697 横浜市緑区十日市場町８０１－８常　勤:    1長　佐藤　光浩 交代 現存
     ホーメストプラザ十日市場東館２(医       1) 平25. 5. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069331,000.0 医療法人社団鶴永会　〒226-0027 045-507-7656医療法人社団鶴永会　鈴木　良雄 平25.11. 1精   心内 診療所
     緑医1000 長津田いこいの森診療横浜市緑区長津田４－１１－１４常　勤:    1理事長　後藤　晶子 新規 現存
     所 (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070331,001.8 中山駅南口内科クリニ〒226-0011 045-929-5557阿部　光将 阿部　光将 平25.11. 1内   診療所
     緑医1001 ック 横浜市緑区中山町１５７－２Ｆ 常　勤:    1 新規 消内　内視内　現存
     (医       1) 平25.11. 1漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071331,002.6 ながつた南口皮膚科 〒226-0027 045-988-2201医療法人社団ＴＯＷＡ山口　千晶 平26. 3. 1内   皮   外  診療所
     緑医1002 横浜市緑区長津田５－４－１長津常　勤:    1　理事長　齋藤　典彦 交代 小   心外 現存
     田クリニックビル４Ｆ (医       1) 平26. 3. 1循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2072331,003.4 長津田皮膚科 〒226-0027 045-530-0612谷口　友則 谷口　友則 平26. 5. 1皮   診療所
     緑医1003 横浜市緑区長津田４－５－５長津常　勤:    1 新規 美皮 現存
     田メディカルヴィレッジＢ棟２Ｆ(医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073331,004.2 長津田クリニック 〒226-0027 045-988-3855医療法人社団　祐昇会齋藤　淑子 平26. 6. 1内   皮   診療所
     緑医1004 横浜市緑区長津田５－５－１３長常　勤:    1　理事長　長田　信人 新規 現存
     津田メディカルスクエア４Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074331,005.9 長津田メディカルイメ〒226-0027 045-988-1855医療法人社団　祐昇会小島　一則 平26. 8. 1放   整外 診療所
     緑医1005 ージクリニック 横浜市緑区長津田５－５－１３長常　勤:    1　理事長　長田　信人 新規 現存
     津田メディカルスクエア６Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075331,006.7 長津田ファミリークリ〒226-0027 045-988-2201医療法人社団ＴＯＷＡ齋藤　典彦 平26.11. 1内   外   小  診療所
     緑医1006 ニック 横浜市緑区長津田５－４－１長津常　勤:    1　理事長　齋藤　典彦 新規 心外 現存
     田クリニックビル２Ｆ (医       1) 平26.11. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076381,002.5 医療法人社団桜栄会　〒224-0053 045-938-5230医療法人社団桜栄会　増澤　通永 平26. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     都医1002 すみれ整形外科クリニ横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    1理事長　前田　章 新規 現存
     ック ららぽーと横浜１Ｆ　１１０１－(医       1) 平26. 4. 1
     ７室 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077340,008.2 医療法人愛生会　三ツ〒246-0022 045-391-0006医療法人愛生会　理事大友　正孝 昭32. 7.15一般        10病院
     瀬医8 境病院 横浜市瀬谷区三ツ境２３－８ 常　勤:    2長　大友　正孝 療養        12療養病床
     (医       2) 平23. 7.15介護        28現存
     非常勤:    4 内   小   整外
     (医       4) 耳   皮   循  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078340,052.0 稲葉小児科医院 〒246-0013 045-301-1302稲葉　幸子 稲葉　幸子 昭35. 4. 1小   診療所
     瀬医52 横浜市瀬谷区相沢１－４－６ 現存
     平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079340,081.9 大岡内科小児科医院 〒246-0022 045-363-1090大岡　一子 大岡　一子 昭37. 9.15内   小   診療所
     瀬医81 横浜市瀬谷区三ツ境６６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080340,118.9 渡辺医院 〒246-0031 045-301-0664渡辺　登 渡辺　登 昭41. 5.15内   小   皮  診療所
     瀬医118 横浜市瀬谷区瀬谷３－７－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2081340,186.6 福田医院 〒246-0031 045-302-5711福田　亮 福田　亮 昭47. 8.15内   小   外  診療所
     瀬医186 横浜市瀬谷区瀬谷４－１２－２１常　勤:    1 胃   現存
     (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082340,194.0 吉岡脳外科外科診療所〒246-0037 045-302-9181吉岡　立樹 吉岡　立樹 昭50. 6. 1内   外   脳外診療所
     瀬医194 横浜市瀬谷区橋戸３－６３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083340,197.3 医療法人社団桐峰会　〒246-0031 045-303-1151医療法人社団桐峰会　松本　義峯 昭51. 8. 1一般        54病院
     瀬医197 横浜桐峰会病院 横浜市瀬谷区瀬谷１－２９－１ 常　勤:    4理事長　松本　義峯 療養        44現存
     (医       4) 平24. 8. 1ひ   内   外  
     非常勤:   17 整外 脳外 皮  
     (医      17) リハ 放   こう
     麻   心内 
     消外　消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084340,203.9 三ツ境クリニック 〒246-0022 045-363-9597橋本　治 橋本　治 昭52.11.15内   皮   ひ  診療所
     瀬医203 横浜市瀬谷区三ツ境７－１ダイエ常　勤:    1 小   アレ 現存
     ー三ッ境ＢＦ (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085340,204.7 瀬谷区休日急患診療所〒246-0037 045-302-5115一般社団法人横浜市瀬田村　聡 昭52.12. 1内   小   診療所
     瀬医204 横浜市瀬谷区橋戸１－３６－１ 常　勤:    3谷区医師会　会長　田 現存
     (医       3)村　聡 平22.12. 1
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086340,207.0 稲葉内科クリニック 〒246-0014 045-303-5616稲葉　允 稲葉　允 昭55.12.15内   循   消  診療所
     瀬医207 横浜市瀬谷区中央１９－５ 常　勤:    1 呼   現存
     (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087340,208.8 いなば小児科クリニッ〒246-0014 045-303-5617稲葉　良子 稲葉　良子 昭55.12.15小   診療所
     瀬医208 ク 横浜市瀬谷区中央１９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088340,210.4 二ツ橋医院 〒246-0021 045-391-0234原田　征男 原田　征男 昭58. 1. 1内   小   診療所
     瀬医210 横浜市瀬谷区二ツ橋町４４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089340,213.8 高橋皮膚泌尿器科医院〒246-0031 045-301-3266高橋　茂喜 高橋　茂喜 昭62. 1.15皮   ひ   診療所
     瀬医213 横浜市瀬谷区瀬谷３－１９－２藤常　勤:    1 現存
     和瀬谷コープ１０２号 (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2090340,217.9 安田整形外科 〒246-0022 045-365-5007安田　秀俊 安田　秀俊 昭63. 3. 1整外 リハ 診療所
     瀬医217 横浜市瀬谷区三ツ境２－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091340,219.5 木我内科クリニック 〒246-0022 045-363-0655木我　豊 木我　豊 平 6. 8. 3内   小   皮  診療所
     瀬医219 横浜市瀬谷区三ツ境１－９ 常　勤:    1 移動 放   リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092340,220.3 医療法人　産育会　堀〒246-0021 045-391-2561医療法人産育会　堀病堀　裕雅 平元. 4. 1一般        77病院
     瀬医220 病院 横浜市瀬谷区二ツ橋町２９２ 常　勤:    5院　理事長　堀　裕雅 小   産婦 現存
     (医       5) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093340,221.1 高畑耳鼻咽喉科医院 〒246-0022 045-391-5000医療法人社団高畑耳鼻高畑　喜延 平元.11. 1耳い 気食 診療所
     瀬医221 横浜市瀬谷区三ツ境１ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)高畑　喜延 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094340,222.9 田川クリニック 〒246-0031 045-304-1194田川　博之 田川　博之 平 4. 5.18内   消   リハ診療所
     瀬医222 横浜市瀬谷区瀬谷４－４３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2095340,224.5 天野内科胃腸科外科医〒246-0031 045-301-0322医療法人社団熊京会　天野　仁 平 2. 8. 1内   胃   外  診療所
     瀬医224 院 横浜市瀬谷区瀬谷５－１４－３ 常　勤:    1理事長　天野　仁 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096340,225.2 医療法人社団　五十嵐〒246-0022 045-362-5668医療法人社団五十嵐外五十嵐　直喜 平 2.11. 1一般        13診療所
     瀬医225 外科胃腸科医院 横浜市瀬谷区三ツ境１１０－２ 常　勤:    2科胃腸科医院　理事長 外   内   整外現存
     (医       2)　五十嵐　直喜 平23.11. 1消   アレ リウ
     皮ひ こう リハ
     小   呼   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097340,226.0 田村医院 〒246-0022 045-391-0025田村　聡 田村　聡 平 2.12. 1内   胃   外  診療所
     瀬医226 横浜市瀬谷区三ツ境１６－６ 常　勤:    1 整外 皮   こう現存
     (医       1) 平23.12. 1リハ 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098340,229.4 三ツ境中央クリニック〒246-0022 045-366-0707医療法人社団三進会　飯森　和人 平 3.12. 1内   胃   循  診療所
     瀬医229 横浜市瀬谷区三ツ境２－２３駅前常　勤:    3理事長　飯森　和人 ひ   現存
     大岡ビル４階 (医       3) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099340,239.3 医療法人社団　瀬谷整〒246-0037 045-301-3701医療法人社団　瀬谷整 木　元裕 平 7. 6. 1整外 診療所
     瀬医239 形外科クリニック 横浜市瀬谷区橋戸１－３７－３３常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　 木　元裕 平22. 6. 1
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 2100340,241.9 医療法人社団　順誠会〒246-0037 045-303-8881医療法人社団　順誠会山口　卓夫 平 7.11. 1整外 リハ 診療所
     瀬医241 　山口整形外科 横浜市瀬谷区橋戸３－２４－４ 常　勤:    1　理事長　山口　卓夫 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101340,242.7 横浜甦生病院 〒246-0031 045-302-5001医療法人社団　聖仁会澤田　傑 平 7.12. 1一般        51病院
     瀬医242 横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－３０常　勤:    7　理事長　杉山　雅英 交代 療養        30療養病床
     (医       7) 平22.12. 1内   小   外  現存
     非常勤:   15 整外 耳い 皮  
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102340,243.5 耳鼻咽喉科西村医院 〒246-0014 045-304-5580西村　郁子 西村　郁子 平 8. 2.15耳い 診療所
     瀬医243 横浜市瀬谷区中央１－１０カサ・常　勤:    1 新規 現存
     デ・パティオ２Ｆ (医       1) 平23. 2.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103340,254.2 くまい内科医院 〒246-0014 045-300-4120隈井　俊彦 隈井　俊彦 平12. 4.15内   他   診療所
     瀬医254 横浜市瀬谷区中央２－３０ライフ常　勤:    1 新規 現存
     カワイ２０１ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104340,255.9 医療法人社団　湘仁会〒246-0022 045-362-3581医療法人社団　湘仁会齋藤　孝司 平12. 6.16眼   診療所
     瀬医255 　さいとう眼科 横浜市瀬谷区三ッ境８－１８北井常　勤:    1　理事長　齋藤　孝司 組織変更 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平24. 6.16
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105340,257.5 医療法人社団　湘仁会〒246-0014 045-301-7361医療法人社団　湘仁会齋藤　和子 平12.10. 1眼   診療所
     瀬医257 　瀬谷眼科クリニック横浜市瀬谷区中央２－２９ミドル常　勤:    1　理事長　齋藤　孝司 組織変更 現存
     レジデンスオオエ２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106340,258.3 医療法人社団　桜聖会〒246-0031 045-300-0371医療法人社団　桜聖会松井　正行 平13. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     瀬医258 　さくら整形外科 横浜市瀬谷区瀬谷４－５－９ 常　勤:    2　理事長　松井　正行 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107340,259.1 北井クリニック 〒246-0022 045-361-3847医療法人社団　北井ク北井　則夫 平13. 6. 1内   循   神内診療所
     瀬医259 横浜市瀬谷区三ッ境９８－１ 常　勤:    1リニック　理事長　北 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)井　則夫 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2108340,261.7 三ツ境ライフクリニッ〒246-0022 045-360-3558渡部　寿永 渡部　寿永 平13.10.15内   消   循  診療所
     瀬医261 ク渡部内科 横浜市瀬谷区三ツ境２－１相鉄三常　勤:    1 新規 現存
     ツ境ビルＢ棟２Ｆ２－２号店 (医       1) 平25.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109340,262.5 及川胃腸科内科クリニ〒246-0032 045-302-8012医療法人　聖陵会　理及川　裕望 平14. 5. 1内   消   循  診療所
     瀬医262 ック 横浜市瀬谷区南台１－３０－１１常　勤:    1事長　及川　裕望 組織変更 呼   放   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110340,263.3 くりむらクリニック 〒246-0031 045-304-4111栗村　理恵 栗村　理恵 平14. 5.15皮   アレ 歯  診療所
     (346,263.7) 横浜市瀬谷区瀬谷４－９－８ 常　勤:    2 新規 現存
     瀬医263 (医       1) 平26. 5.15
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111340,264.1 安達産婦人科医院 〒246-0031 045-301-0539安達　敬一 安達　敬一 平14. 7. 1産婦 診療所
     瀬医264 横浜市瀬谷区瀬谷４－２４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112340,267.4 清水小児科 〒246-0025 045-360-9191清水　俊一 清水　俊一 平14. 9. 1小   診療所
     瀬医267 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３あくわメディカルヴィレッジ内(医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113340,268.2 とかの整形外科 〒246-0025 045-360-7757医療法人社団　成和会戸叶　達夫 平14. 9.15整外 リハ 診療所
     瀬医268 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１常　勤:    1　理事長　伊藤　誠一 新規 現存
     ３あくわメディカルヴィレッジ内(医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114340,270.8 かとうクリニック 〒246-0032 045-303-9955加藤　映 加藤　映 平15. 3.15内   麻   皮  診療所
     瀬医270 横浜市瀬谷区南台２－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115340,271.6 ひかりこどもクリニッ〒246-0013 045-306-1066太田　和代 太田　和代 平15. 4. 1小   診療所
     瀬医271 ク 横浜市瀬谷区相沢２－６０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2116340,272.4 河田医院 〒246-0034 045-301-2751河田　裕 河田　裕 平15. 4. 1内   循   胃  診療所
     瀬医272 横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－８ 常　勤:    1 交代 小   リハ 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117340,273.2 かやま内科クリニック〒246-0025 045-360-7700香山　秀之 香山　秀之 平15. 5. 1内   消   呼  診療所
     瀬医273 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１常　勤:    1 新規 循   現存
     ３あくわメディカルヴィレッジ内(医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118340,274.0 医療法人社団公朋会　〒246-0008 045-920-0761医療法人社団公朋会　池澤　裕弘 平15. 7. 1内   小   診療所
     瀬医274 輝の杜クリニック 横浜市瀬谷区五貫目町１０－３８常　勤:    1理事長　西嶋　公子 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119340,275.7 高橋眼科クリニック 〒246-0037 045-302-6337髙橋　芳樹 髙橋　芳樹 平15. 9. 1眼   診療所
     瀬医275 横浜市瀬谷区橋戸２－３１－３グ常　勤:    1 新規 現存
     ランデュールプラザ２Ｆ (医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120340,279.9 はなおか耳鼻咽喉科 〒246-0037 045-300-1035華岡　肇 華岡　肇 平15.12. 1耳い 診療所
     瀬医279 横浜市瀬谷区橋戸２－３１－３グ常　勤:    2 新規 現存
     ランデュールプラザ２Ｆ (医       2) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121340,281.5 つづき整形外科クリニ〒246-0025 045-360-4970都筑　宏太郎 都筑　宏太郎 平16. 5. 1整外 リハ 外  診療所
     瀬医281 ック 横浜市瀬谷区阿久和西４－２０－常　勤:    1 新規 皮   内   小  現存
     １５ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122340,282.3 かなた内科クリニック〒246-0014 045-300-3039医療法人社団和隆　理金田　衛 平16. 6. 1内   消   呼  診療所
     瀬医282 横浜市瀬谷区中央６－２０マルエ常　勤:    1事長　金田　衛 組織変更 アレ ひ   現存
     ツ瀬谷店３Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123340,283.1 おとりら耳鼻咽喉科 〒246-0025 045-369-3387医療法人社団　大光良斉藤　大 平16.10. 1耳い アレ 診療所
     瀬医283 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１常　勤:    1美　理事長　斉藤　大 新規 現存
     ３あくわメディカルヴィレッジ１(医       1) 平22.10. 1
     階４号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124340,285.6 瀬谷四丁目眼科クリニ〒246-0031 045-301-6033清水　敬一郎 清水　敬一郎 平17. 1.15眼   診療所
     瀬医285 ック 横浜市瀬谷区瀬谷４－１１－２６常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2125340,286.4 江原医院 〒246-0013 045-301-1218医療法人　弘和会　理江原　博 平17. 6. 1内   外   胃  診療所
     瀬医286 横浜市瀬谷区相沢７－５９－１ 常　勤:    1事長　江原　博 組織変更 循   こう 皮  現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126340,287.2 にしざわ整形外科 〒246-0037 045-306-0313医療法人　慶隆会　理西澤　隆 平17.12. 1整外 リハ リウ診療所
     瀬医287 横浜市瀬谷区橋戸２－３１－３グ常　勤:    1事長　西澤　隆 組織変更 現存
     ランデュールプラザ２Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127340,288.0 戸塚内科小児科医院 〒246-0031 045-301-0171 川　修 川　修 平18. 3. 1内   小   循  診療所
     瀬医288 横浜市瀬谷区瀬谷５－１４－１０常　勤:    1 交代 呼   心内 精  現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128340,294.8 めぐみ在宅クリニック〒246-0037 045-300-6630小澤　竹俊 小澤　竹俊 平22.10. 1内   診療所
     瀬医294 横浜市瀬谷区橋戸２－４－３ 常　勤:    4 移動 現存
     (医       4) 平22.10. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129340,295.5 かわの眼科 〒246-0025 045-360-7708川野　敏夫 川野　敏夫 平18.12. 1眼   診療所
     瀬医295 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３　あくわメディカルヴィレッジ(医       1) 平24.12. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130340,296.3 あさひメンタルクリニ〒246-0022 045-360-6151医療法人　誠心会　理松本　香織 平19. 1. 1精   神   心内診療所
     瀬医296 ック三ツ境 横浜市瀬谷区三ツ境１０８－３サ常　勤:    1事長　佐伯　彰 新規 現存
     ンライズビル３階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131340,297.1 池部小児科・アレルギ〒246-0022 045-360-6080医療法人社団　亀甲会池部　敏市 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     瀬医297 ー科 横浜市瀬谷区三ツ境２１－１０　常　勤:    1　理事長　池部　敏市 組織変更 現存
     サニーハイツ三ツ境 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132340,298.9 医療法人社団　善仁会〒246-0004 045-300-5075医療法人社団　善仁会大嶋　康泰 平19. 8. 1他   診療所
     瀬医298 　ハートフル瀬谷クリ横浜市瀬谷区中屋敷２－２－１ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ニック (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133340,299.7 わたなべファミリーク〒246-0031 045-342-7747渡邊　哲 渡邊　哲 平19.11. 1内   小   消  診療所
     瀬医299 リニック 横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４　常　勤:    1 新規 外   こう 現存
     Ｙビル１階 (医       1) 平25.11. 1
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 2134340,300.3 ひなたやま内科クリニ〒246-0035 045-300-3232内田　耕司 内田　耕司 平20. 8. 1内   他   診療所
     瀬医300 ック 横浜市瀬谷区下瀬谷１－４１－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135340,302.9 瀬谷医院 〒246-0031 045-303-1191医療法人大空会　理事川口　浩人 平26.10. 1内   診療所
     瀬医302 横浜市瀬谷区瀬谷４－８－８－１常　勤:    1長　川口　浩人 移動 現存
     Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136340,303.7 医療法人　まいえ内科〒246-0037 045-301-8561医療法人　まいえ内科 家　伸一 平20.11. 1内   他   診療所
     瀬医303 横浜市瀬谷区橋戸２－３１－３グ常　勤:    1　理事長　 家　伸一 組織変更 現存
     ランデュールプラザ２Ｆ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137340,305.2 町田内視鏡クリニック〒246-0031 045-300-6055町田　マキヨ 町田　マキヨ 平20.12. 1内   外   他  診療所
     瀬医305 横浜市瀬谷区瀬谷３－１－２９瀬常　勤:    2 新規 現存
     谷メディカルプラザ１Ｆ (医       2) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138340,307.8 瀬谷こどもクリニック〒246-0014 045-304-0045今井　満 今井　満 平21. 9. 1小   診療所
     瀬医307 横浜市瀬谷区中央１－１０カサデ常　勤:    1 交代 現存
     パティオ２Ｆ (医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139340,308.6 Ｑクリニック 〒246-0014 045-302-9978鈴木　敏明 鈴木　敏明 平26. 3.13内   診療所
     瀬医308 横浜市瀬谷区中央３－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140340,310.2 まきずみ泌尿器科 〒246-0031 045-300-3711牧角　和彦 牧角　和彦 平22. 4. 1ひ   診療所
     瀬医310 横浜市瀬谷区瀬谷３－１－２９瀬常　勤:    1 新規 現存
     谷メディカルプラザ２Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141340,312.8 本郷クリニック 〒246-0015 045-304-2017医療法人社団　鵬友会小林　慎一郎 平22. 4. 1内   他   診療所
     瀬医312 横浜市瀬谷区本郷３－２０－２１常　勤:    2　理事長　池島　秀明 交代 現存
     (医       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142340,313.6 瀬谷みなみだい整形外〒246-0031 045-300-3325医療法人社団　祐昇会杉山　正幸 平22. 6. 1整外 リハ 診療所
     瀬医313 科 横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４Ｙ常　勤:    1　理事長　長田　信人 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2143340,315.1 医療法人社団　哺育会〒246-0026 045-362-7111医療法人社団　哺育会吉田　勝明 平22.10. 1精神       441病院
     瀬医315 　横浜相原病院 横浜市瀬谷区阿久和南２－３－１常　勤:   11　理事長　中村　秀夫 交代 精   心内 内  現存
     ２ (医      11) 平22.10. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144340,316.9 せや在宅クリニック 〒246-0014 045-300-3170医療法人社団　せや在大村　在幸 平24. 1. 1内   診療所
     瀬医316 横浜市瀬谷区中央１２－１４ 常　勤:    1宅クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　大村　在幸 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2145340,317.7 三ツ境整形外科 〒246-0022 045-360-8901医療法人社団　祐昇会山田　貴彦 平25.10. 1整外 リハ 診療所
     瀬医317 横浜市瀬谷区三ツ境６－２三ツ境常　勤:    1　理事長　長田　信人 移動 現存
     ＴＫビル１Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146340,318.5 ひらの内科クリニック〒246-0021 045-392-2622医療法人社団　緑友会平野　雄介 平23. 6. 8内   他   診療所
     瀬医318 横浜市瀬谷区二ツ橋町３０４－１常　勤:    1　理事長　平野　雄介 交代 現存
     　ヒラノメディカルスクエア１Ｆ(医       1) 平23. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147340,319.3 医療法人社団　九成会〒246-0031 045-300-5012医療法人社団　九成会武岡　裕文 平24. 5. 1内   小   診療所
     瀬医319 　武岡クリニック 横浜市瀬谷区瀬谷５－２－１ 常　勤:    1　武岡　裕文 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148340,321.9 医療法人社団善仁会　〒246-0031 045-303-2532医療法人社団善仁会　首藤　裕 平25. 1. 1他   診療所
     瀬医321 瀬谷腎クリニック 横浜市瀬谷区瀬谷４－５－１０リ常　勤:    1理事長　渡邊　光康 新規 現存
     アン瀬谷１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149340,322.7 リフレ瀬谷クリニック〒246-0004 045-304-2003野元　雅仁 野元　雅仁 平25. 4. 1内   他   診療所
     瀬医322 横浜市瀬谷区中屋敷１－２４－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150340,323.5 伊勢ノ海眼科 〒246-0031 045-459-6801伊勢海　一之 伊勢海　一之 平25. 6. 1眼   形外 他  診療所
     瀬医323 横浜市瀬谷区瀬谷４－５－１０リ常　勤:    1 新規 現存
     アン瀬谷２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151341,000.8 せやクリニック 〒246-0014 045-301-2528川口　正春 川口　正春 平26. 2. 1内   外   診療所
     瀬医1000 横浜市瀬谷区中央１－６第五白鳳常　勤:    1 交代 消内　乳外　脳現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平26. 2. 1内
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2152350,002.2 国家公務員共済組合連〒247-0005 045-891-2171国家公務員共済組合連細川　治 昭32.10.20一般       430地域支援
     (356,002.6) 合会　横浜栄共済病院横浜市栄区桂町１３２ 常　勤:  108合会　理事長　尾原　 内   小   外  病院
     栄医2 (医     106)榮夫 平23.10.20脳外 心外 整外現存
     (歯       2) 皮   ひ   耳い
     非常勤:   20 産婦 眼   歯外
     (医      19) 麻   放   リハ
     (歯       1) 呼外 形外 精  
     神内 病理 呼内
     救急　循内　代
     内　内泌内　消
     内　腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153350,013.9 冨岡医院 〒247-0005 045-891-5072冨岡　瑞子 冨岡　瑞子 昭44.10.15眼   診療所
     栄医13 横浜市栄区桂町１８１－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154350,019.6 鈴木眼科医院 〒247-0007 045-891-3822鈴木　敦 鈴木　敦 昭46. 4. 1眼   診療所
     栄医19 横浜市栄区小菅ケ谷２－３９－９常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2155350,020.4 オカノ泌尿器科皮フ科〒247-0006 045-891-5860岡野　真一 岡野　真一 昭47. 4. 1皮   ひ   診療所
     栄医20 医院 横浜市栄区笠間５－２０－１９斉常　勤:    1 現存
     藤ビル２Ｆ　 (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156350,024.6 上郷医院 〒247-0025 045-891-1026龍　覚 龍　覚 昭48.12.15内   外   皮  診療所
     栄医24 横浜市栄区上之町２－１８ ひ   胃   放  現存
     平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157350,032.9 内田クリニック 〒247-0033 045-893-2797内田　晃 内田　晃 昭52. 4. 1内   麻   診療所
     栄医32 横浜市栄区桂台東２０－１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158350,040.2 山崎耳鼻咽喉科 〒244-0841 045-862-9917山崎　由美子 山崎　由美子 平 7. 4. 1耳い 診療所
     栄医40 横浜市栄区長沼町１８８－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159350,042.8 和田医院 〒247-0005 045-893-5200和田　雄偉 和田　雄偉 昭58. 2. 1内   精   小  診療所
     栄医42 横浜市栄区桂町７０２ 常　勤:    2 外   現存
     (医       2) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   242 頁

 2160350,043.6 恵愛クリニック 〒247-0022 045-894-5124本多　淳 本多　淳 昭59. 3. 1内   小   皮  診療所
     栄医43 横浜市栄区庄戸３－６－２ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161350,044.4 エビナ医院 〒244-0841 045-862-2020蛯名　勝忠 蛯名　勝忠 昭59. 9. 1一般        10診療所
     栄医44 横浜市栄区長沼町２０３－１ 常　勤:    1 内   産婦 小  現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162350,048.5 吉川眼科医院 〒247-0007 045-894-7731吉川　史仁 吉川　史仁 平15. 3. 3眼   診療所
     栄医48 横浜市栄区小菅ケ谷１－１５－２常　勤:    1 移動 現存
     －１０６ (医       1) 平21. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163350,054.3 さかい医院 〒247-0014 893-2322 酒井　文彦 酒井　文彦 昭62. 7.15内   呼   消  診療所
     栄医54 横浜市栄区公田町４９７－７ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164350,056.8 くさか眼科 〒247-0033 045-894-7741日下　努 日下　努 昭62.11. 1眼   診療所
     栄医56 横浜市栄区桂台南１－１８－１２ 現存
     平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165350,057.6 栄区休日急患診療所 〒247-0014 045-893-2999一般社団法人　横浜市吉田　義幸 昭63. 4. 1内   小   診療所
     栄医57 横浜市栄区公田町６３５ 常　勤:    1栄区医師会　理事長　 現存
     (医       1)吉田　義幸 平24. 4. 1
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166350,060.0 ムラタ耳鼻咽喉科 〒247-0005 045-894-7221医療法人社団ムラタ耳村田　志朗 平15. 9. 5耳い 診療所
     栄医60 横浜市栄区桂町６６９－８ 常　勤:    1鼻咽喉科診療所　村田 移動 現存
     (医       1)　志朗 平21. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167350,061.8 医療法人社団　前田医〒247-0007 045-892-4678医療法人社団前田医院前田　大 平元.11. 1外   内   呼  診療所
     栄医61 院 横浜市栄区小菅ケ谷２－３９－８常　勤:    1　理事長　前田　大 循   麻   リハ現存
     (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168350,063.4 中沢整形外科 〒247-0006 894-8222 医療法人社団中沢整形中沢　和正 平 2. 7. 1整外 リハ 診療所
     栄医63 横浜市栄区笠間２－１４－１ 常　勤:    1外科　理事長　中沢　 現存
     (医       1)和正 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169350,064.2 柳沢産婦人科医院 〒247-0013 045-892-3511医療法人社団孝和会　柳澤　和孝 平 2. 8. 1一般        10診療所
     栄医64 横浜市栄区上郷町９７０ 常　勤:    1理事長　柳澤　和孝 産婦 小   内  現存
     (医       1) 平23. 8. 1
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 2170350,068.3 医療法人社団　田中整〒247-0005 045-894-5521医療法人社団　田中整田中　隆佳 平 3.12. 1一般        17診療所
     栄医68 形外科医院 横浜市栄区桂町７０１－３初穂マ常　勤:    3形外科医院　理事長　 整外 現存
     ンション本郷台１０１ (医       3)田中　隆佳 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171350,072.5 朋診療所 〒247-0033 045-894-6611社会福祉法人訪問の家宍倉　啓子 平 5. 4.15内   精   神内診療所
     栄医72 横浜市栄区桂台中４－７ 常　勤:    1　理事長　名里　晴美 新規 小   整外 皮  現存
     (医       1) 平23. 4.15リハ 
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172350,074.1 江口医院 〒244-0842 045-891-0067医療法人社団　江口医江口　一彦 平 5.10. 1内   小   診療所
     栄医74 横浜市栄区飯島町１４１３ 常　勤:    2院　理事長　江口　一 組織変更 現存
     (医       2)彦 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173350,075.8 医療法人社団　杉本医〒247-0004 045-891-5417医療法人社団　杉本医杉本　勲 平 6. 6. 1内   胃   循  診療所
     栄医75 院 横浜市栄区柏陽２０－２７ 常　勤:    1院　杉本　勲 組織変更 小   現存
     (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174350,078.2 医療法人社団　柴崎内〒247-0005 045-892-5016医療法人社団　柴崎内柴崎　洋一 平 7. 2. 1内   循   診療所
     栄医78 科クリニック 横浜市栄区桂町３２４－６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　柴崎　洋一 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175350,082.4 医療法人社団　鈴映会〒244-0841 045-864-2133医療法人社団　鈴映会粉川　敦史 平 7.11. 1内   小   循  診療所
     栄医82 　鈴木医院 横浜市栄区長沼町１８７ 常　勤:    1　理事長　山屋　乃里 組織変更 消   現存
     (医       1)子 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176350,083.2 医療法人社団　進藤医〒247-0033 045-893-9229医療法人社団　進藤医進藤　捷介 平 7.11. 1内   小   診療所
     栄医83 院 横浜市栄区桂台南１－１０－１０常　勤:    1院　理事長　進藤　捷 組織変更 現存
     (医       1)介 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177350,084.0 つちだこどもクリニッ〒247-0008 045-893-4176医療法人　仁紀会　理土田　正仁 平 8.11. 1小   アレ 診療所
     栄医84 ク 横浜市栄区本郷台３－１－７ 常　勤:    1事長　土田　正仁 組織変更 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178350,085.7 なかや整形外科 〒247-0026 045-892-3356中屋　愛作 中屋　愛作 平 9. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     栄医85 横浜市栄区犬山町５９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2179350,086.5 久保井内科医院 〒247-0025 045-891-0207久保井　宏 久保井　宏 平25.12. 1内   呼内 診療所
     栄医86 横浜市栄区上之町１６－２０ 常　勤:    1 移動 消内　循内 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180350,087.3 吉田こどもクリニック〒247-0024 045-891-8888吉田　義幸 吉田　義幸 平 9.12.15小   内   診療所
     栄医87 横浜市栄区野七里１－４－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181350,089.9 小山台クリニック 〒247-0002 045-893-8736櫻井　英夫 櫻井　英夫 平10. 8. 1内   小   診療所
     栄医89 横浜市栄区小山台２－４１－１７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182350,092.3 栄聖仁会病院 〒247-0014 045-895-0088医療法人社団　聖仁会河村　代志也 平11. 7. 1精神        46病院
     栄医92 横浜市栄区公田町３３７－１ 常　勤:    3　理事長　杉山　雅英 その他 その他      60現存
     (医       3) 平23. 7. 1内   精   皮  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183350,095.6 山崎脳神経外科 〒244-0841 045-871-3996医療法人社団　山崎脳山崎　隆 平12. 6. 1脳外 外   神内診療所
     栄医95 横浜市栄区長沼町１８８－８－１常　勤:    1神経外科　理事長　山 組織変更 リハ 現存
     Ｆ (医       1)崎　隆 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184350,097.2 緑ヶ丘医院 〒247-0024 045-893-4046医療法人　緑ヶ丘医院遠藤　岳 平12.11. 1内   小   循  診療所
     栄医97 横浜市栄区野七里１－２１－８ 常　勤:    1　理事長　遠藤　岳 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185350,098.0 医療法人社団　本郷台〒247-0007 045-892-3921医療法人社団　本郷台山崎　登志雄 平12.11. 1内   小   循  診療所
     栄医98 医院 横浜市栄区小菅ケ谷１－４－９－常　勤:    1医院　理事長　山崎　 組織変更 現存
     ３ (医       1)登志雄 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186350,099.8 若竹クリニック 〒247-0011 045-891-6900医療法人　若竹クリニ戸塚　武和 平13. 1. 1小   内   診療所
     栄医99 横浜市栄区元大橋１－２７－５ 常　勤:    1ック　理事長　戸塚　 組織変更 現存
     (医       1)武和 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187350,101.2 和田神経科 〒247-0005 045-891-8774医療法人和田神経科　和田　豊志満 平13.12. 1精   心内 診療所
     栄医101 横浜市栄区桂町７０２ 常　勤:    1理事長　和田　豊志満 組織変更 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188350,102.0 大船めぐみ眼科 〒247-0006 045-890-0093山田　宏圖 山田　宏圖 平14. 3.15眼   診療所
     栄医102 横浜市栄区笠間２－１４－１セサ常　勤:    1 新規 現存
     ミスポーツクラブビル大船Ｂ－１(医       1) 平26. 3.15
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 2189350,104.6 大野内科医院 〒247-0008 045-896-0500大野　久美 大野　久美 平14. 4.15内   診療所
     栄医104 横浜市栄区本郷台３－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190350,106.1 米田クリニック 〒247-0031 045-895-1300米田　陽一 米田　陽一 平14.11.15内   循   消  診療所
     栄医106 横浜市栄区桂台北１０－２２ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平26.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191350,107.9 小笹医院 〒247-0006 045-895-2230医療法人慶寿会　理事小笹　慶資 平15. 7. 1一般         1診療所
     栄医107 横浜市栄区笠間２－２８－１１ 常　勤:    1長　小笹　慶資 組織変更 療養        18療養病床
     (医       1) 平21. 7. 1内   循   消  現存
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192350,108.7 みながわ内科クリニッ〒247-0006 045-897-4340医療法人　大樹会　理皆川　冬樹 平15.12. 1内   診療所
     栄医108 ク 横浜市栄区笠間２－１４－１セサ常　勤:    1事長　皆川　冬樹 組織変更 現存
     ミスポーツビル大船 (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2193350,113.7 かじがや小児クリニッ〒247-0005 045-898-3456梶ケ谷　保彦 梶ケ谷　保彦 平17. 1. 1小   診療所
     栄医113 ク 横浜市栄区桂町６９７－５加藤ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194350,116.0 松村皮フ科 〒247-0007 045-893-6506医療法人　松村皮フ科松村　剛一 平17. 7. 1皮   診療所
     栄医116 横浜市栄区小菅ヶ谷１－１５－２常　勤:    1　理事長　松村　剛一 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195350,118.6 石田整形外科 〒244-0842 045-890-5678石田　晋 石田　晋 平18.12.15整外 リハ 診療所
     栄医118 横浜市栄区飯島町１３２９－１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196350,120.2 ヒルサイドクリニック〒247-0007 045-479-8275山脇　優 山脇　優 平19. 4.15胃   こう 内  診療所
     栄医120 横浜市栄区小菅ケ谷４－９－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197350,124.4 田中神経クリニック 〒244-0842 045-893-8012田中　正樹 田中　正樹 平19. 7. 1小   神   精  診療所
     栄医124 横浜市栄区飯島町１３２９－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2198350,125.1 リエゾン笠間診療所 〒247-0006 045-898-3533社会福祉法人　同愛会都甲　崇 平19. 9. 1内   神内 消  診療所
     栄医125 横浜市栄区笠間３－１０－１ 常　勤:    1　理事長　髙山　和彦 新規 外   リハ 精  現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199350,126.9 内山小児科医院 〒247-0006 045-892-4090内山　智明 内山　智明 平20. 7. 7小   診療所
     栄医126 横浜市栄区笠間２－３１－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200350,129.3 本郷台耳鼻咽喉科 〒247-0007 045-891-0187医療法人社団　永光会髙 　直一 平22.12. 1耳い 診療所
     栄医129 横浜市栄区小菅ケ谷４－９－１　常　勤:    1　理事長　髙 　直一 交代 現存
     グランシャリオ本郷台１Ｆ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201350,130.1 永井眼科医院 〒247-0008 045-893-5114永井　玉代 永井　玉代 平23. 1. 1眼   診療所
     栄医130 横浜市栄区本郷台３－１－３－２常　勤:    1 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202350,131.9 野村医院 〒247-0006 045-892-5910医療法人　弘靜会　理野村　武 平23. 1. 1整外 リハ 外  診療所
     栄医131 横浜市栄区笠間５－３１－２４ 常　勤:    2事長　野村　武 交代 内   リウ 皮  現存
     (医       2) 平23. 1. 1耳い 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203350,132.7 おぐら耳鼻咽喉科 〒247-0006 045-410-7774小倉　健二 小倉　健二 平23. 4.13耳い 診療所
     栄医132 横浜市栄区笠間４－１１－６　グ常　勤:    1 新規 現存
     ランフォレスト１－Ａ (医       1) 平23. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204350,134.3 おれんじクリニック 〒247-0006 045-895-5000水口　一郎 水口　一郎 平23. 4. 1内   神内 他  診療所
     栄医134 横浜市栄区笠間３－４５　ガーデ常　勤:    1 新規 現存
     ンアソシエＪ棟１Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205350,135.0 医療法人社団　正節会〒244-0842 045-890-5400医療法人社団　正節会阿部　了 平23. 6. 1内   他   診療所
     栄医135 　阿部内科 横浜市栄区飯島町１３２９－９ 常　勤:    1　理事長　阿部　了 交代 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206350,139.2 郷診療所 〒247-0034 045-443-7554社会福祉法人訪問の家永田　映子 平24.10. 1内   小   診療所
     栄医139 横浜市栄区桂台中２－１ 常　勤:    1　理事長　名里　晴美 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2207350,141.8 医療法人社団　楓音会〒247-0015 045-897-3777医療法人社団　楓音会田中　千洋 平25. 5. 1皮   アレ 整外診療所
     栄医141 　ちひろ皮ふ科クリニ横浜市栄区中野町２７－３ 常　勤:    1　理事長　田中　千洋 交代 現存
     ック (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208350,142.6 ひらいで内科クリニッ〒247-0015 045-897-5511医療法人ホライズン　平出　大 平25. 5. 1内   小   他  診療所
     栄医142 ク 横浜市栄区中野町２７－８ 常　勤:    1理事長　平出　大 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209351,000.5 木村内科・胃腸内科 〒247-0007 045-894-1281医療法人桑樹会　理事木村　貴純 平26. 1. 1一般        19診療所
     栄医1000 横浜市栄区小菅ケ谷１－２３－１常　勤:    1長　木村　貴純 交代 内   外   皮  現存
     (医       1) 平26. 1. 1整外 リハ 
     非常勤:    3 消内　糖内　肛
     (医       3) 外　　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210351,001.3 横浜さかえ内科 〒247-0007 045-897-5515中田　靖 中田　靖 平26. 4. 1内   診療所
     栄医1001 横浜市栄区小菅ケ谷１－１５－２常　勤:    1 新規 循内 現存
     　２０５・２０６ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211351,002.1 なかのクリニック 〒247-0009 045-890-6226中野　浩成 中野　浩成 平26. 5.12内   形外 診療所
     栄医1002 横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１常　勤:    1 新規 循内　美皮 現存
     ０－２ (医       1) 平26. 5.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212351,003.9 なかたクリニック 〒247-0005 045-897-5858医療法人社団瑛倖会　中田　智大 平26. 5. 1内   診療所
     栄医1003 横浜市栄区桂町２７４－７－１０常　勤:    1理事長　中田　智大 交代 消内　内視内 現存
     ２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213351,004.7 笠間クリニック 〒247-0006 045-891-1113医療法人社団朋進会　薩田　英久 平26. 7. 1内   診療所
     栄医1004 横浜市栄区笠間４－１０－３ 常　勤:    1理事長　薩田　英久 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214360,001.2 杉ノ木石田診療所 〒245-0017 802-3455 石田　民雄 石田　民雄 昭35. 1. 1内   精   小  診療所
     泉医1 横浜市泉区下飯田町１７８６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215360,005.3 上飯田診療所 〒245-0018 045-802-3101中島　真生 中島　真生 昭41. 8. 1内   小   外  診療所
     泉医5 横浜市泉区上飯田町１３３１ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2216360,008.7 富士診療所 〒245-0014 045-802-9060中澤　龍一 中澤　龍一 昭42. 1. 1一般         4診療所
     泉医8 横浜市泉区中田南４－１６－１ 常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平18. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217360,011.1 医療生協かながわ生活〒245-0016 045-802-2416医療生協かながわ生活齊田　昭英 平 9.10.13内   整外 診療所
     泉医11 協同組合　いずみ診療横浜市泉区和泉町３６５０－１ 常　勤:    2協同組合　理事長　池 移動 現存
     所 (医       2)田　俊夫 平24.10.13
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218360,014.5 耳鼻咽喉科佐川医院 〒245-0014 045-802-7722佐川　良一郎 佐川　良一郎 昭45. 5.15耳い 診療所
     泉医14 横浜市泉区中田南４－８－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219360,022.8 医療生協かながわ生活〒245-0013 045-802-2840医療生協かながわ生活加藤　敏平 平14. 9. 1内   診療所
     泉医22 協同組合　中田診療所横浜市泉区中田東３－３－２７ 常　勤:    2協同組合　理事長　池 移動 現存
     (医       2)田　俊夫 平26. 9. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220360,023.6 井上医院 〒245-0003 045-811-8123井上　卓治 井上　卓治 昭51. 4.15内   外   皮  診療所
     泉医23 横浜市泉区岡津町２３９１－１ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221360,027.7 渡邊整形外科医院 〒245-0016 045-804-6040渡辺　昂 渡辺　昂 昭54. 5. 1整外 診療所
     泉医27 横浜市泉区和泉町４０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222360,030.1 深川医院 〒245-0009 045-811-1307深川　和夫 深川　和夫 昭56. 3.19内   小   診療所
     泉医30 横浜市泉区新橋町１８７４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223360,033.5 湘南泉病院 〒245-0009 045-812-2288医療法人社団鵬友会　末盛　彰一 昭58.11. 1一般       156病院
     泉医33 横浜市泉区新橋町１７８４ 常　勤:   12理事長　池島　秀明 内   神内 外  現存
     (医      12) 平22.11. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:   27 精   放   麻  
     (医      27) リウ リハ 形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224360,036.8 新中川病院 〒245-0001 045-812-6161医療法人社団鵬友会　福田　千文 昭61. 5. 1療養        72病院
     泉医36 横浜市泉区池の谷３９０１ 常　勤:    6理事長　池島　秀明 一般        80現存
     (医       6) 平22. 5. 1内   整外 皮  
     非常勤:   28 精   ひ   リハ
     (医      28)
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 2225360,037.6 嶽間沢医院 〒245-0014 045-802-0320嶽間澤　昌和 嶽間澤　昌和 昭61.11.20小   診療所
     泉医37 横浜市泉区中田南２－１６－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226360,044.2 一般社団法人　横浜市〒245-0012 045-801-2280一般社団法人　横浜市鈴木　正比古 昭63. 3.15内   小   診療所
     泉医44 泉区医師会 横浜市泉区中田北１－９－８ 常　勤:    2泉区医師会　会長　鈴 現存
     (医       2)木　正比古 平24. 3.15
     非常勤:   53
     (医      53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227360,046.7 緑園都市耳鼻咽喉科酒〒245-0002 045-812-8699酒井　隆慈 酒井　隆慈 平元. 6. 1一般         1診療所
     泉医46 井医院 横浜市泉区緑園４－１－２ 常　勤:    1 耳い 気食 内  現存
     (医       1) 平22. 6. 1小   アレ 呼  
     非常勤:   13 精   整外 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228360,047.5 和泉クリニック 〒245-0012 045-802-3601医療法人社団和泉クリ和泉　元志 平元. 7. 1内   小   産  診療所
     泉医47 横浜市泉区中田北１－４－５ 常　勤:    1ニック　理事長　和泉 婦   現存
     (医       1)　元志 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229360,049.1 医療法人社団　塩田医〒245-0016 045-804-6655医療法人社団塩田医院塩田　善朗 平 2. 1. 1内   胃   循  診療所
     泉医49 院 横浜市泉区和泉町６２２４－６ 常　勤:    2　理事長　塩田　善朗 小   現存
     (医       2) 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230360,050.9 立場整形外科・内科 〒245-0015 045-802-3443医療法人社団卓友会　佐藤　卓 平14. 3. 1整外 リハ 内  診療所
     泉医50 横浜市泉区中田西１－１－２７ 常　勤:    2理事長　佐藤　卓 移動 小   他   現存
     (医       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231360,052.5 村上耳鼻咽喉科 〒245-0008 045-813-3142村上　説子 村上　説子 平 2. 4. 1耳い 診療所
     泉医52 横浜市泉区弥生台２５－１弥生台常　勤:    1 現存
     石川ビル２０３ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2232360,053.3 社会福祉法人　親善福〒245-0006 045-813-0221社会福祉法人　親善福村井　勝 平 2. 5. 1一般       287病院
     泉医53 祉協会　国際親善総合横浜市泉区西が岡１－２８－１ 常　勤:   55祉協会　理事長　山下 内   精   小  現存
     病院 (医      55)　光 平23. 5. 1外   整外 脳外
     非常勤:    3 皮   ひ   産婦
     (医       3) 眼   耳い 放  
     麻   消   循  
     神内 呼内 
     呼外　腎内　内
     泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233360,055.8 医療法人社団　木下整〒245-0016 804-3261 医療法人社団木下整形木下　浩 平 2. 8. 1整外 診療所
     泉医55 形外科 横浜市泉区和泉町６２１６－１４常　勤:    2外科　理事長　木下　 現存
     (医       2)典治 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234360,062.4 緑園皮膚科クリニック〒245-0002 045-813-9059土屋　雅則 土屋　雅則 平 3. 7. 1皮   診療所
     泉医62 横浜市泉区緑園６－２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235360,064.0 くじらい耳鼻咽喉科医〒245-0016 045-801-2060医療法人社団くじらい鯨井　和朗 平 4. 8. 1耳い アレ 診療所
     泉医64 院 横浜市泉区和泉町４０５８－２４常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 現存
     (医       1)長　鯨井　和朗 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236360,072.3 柏木医院 〒245-0016 045-802-8253柏木　昭人 柏木　昭人 平 6. 9. 1内   小   外  診療所
     泉医72 横浜市泉区和泉中央南１－３７－常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237360,074.9 鈴木整形外科 〒245-0013 045-804-1155医療法人社団　鈴木整鈴木　正比古 平 7. 6. 1整外 リハ 診療所
     泉医74 横浜市泉区中田東３－２－８ 常　勤:    1形外科　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (医       1)　正比古 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238360,079.8 くろしお整形外科 〒245-0018 045-801-5003岡本　常夫 岡本　常夫 平 8.11. 1整外 リハ リウ診療所
     泉医79 横浜市泉区上飯田町９３８いずみ常　勤:    1 新規 現存
     中央クリニックビル２階 (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239360,081.4 医療法人　光陽会　横〒245-0016 045-806-1133医療法人　光陽会　理飯澤　肇 平14. 4. 1一般        40病院
     (366,081.8) 浜いずみ台病院 横浜市泉区和泉町７８３８ 常　勤:   10事長　篠﨑　仁史 移動 療養       120現存
     泉医81 (医       7) 平26. 4. 1内   外   整外
     (歯       3) 胃   リハ 歯  
     非常勤:    6 歯外 放   
     (医       4) 循内　消内　
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   251 頁

 2240360,083.0 みやざわ医院 〒245-0018 045-803-5050医療法人社団　恵友会宮澤　要一朗 平 9. 4. 1小   内   循  診療所
     泉医83 横浜市泉区上飯田町２６７０－３常　勤:    1　理事長　宮澤　要一 組織変更 アレ 現存
     ２ (医       1)朗 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241360,084.8 ますむら内科 〒245-0005 045-811-2621益村　眞 益村　眞 平 9. 5. 1内   消   循  診療所
     泉医84 横浜市泉区白百合３－４－１２ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242360,085.5 ルーエ・メンタルクリ〒245-0003 045-811-4466医療法人社団　ルーエ前原　勝矢 平 9. 5. 1精   診療所
     泉医85 ニック 横浜市泉区岡津町５９７－７ 常　勤:    1・メンタルクリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　前原　勝矢 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243360,086.3 ふくだ小児クリニック〒245-0018 045-805-1020医療法人社団　ふくだ福田　豊 平 9.11. 1小   皮   アレ診療所
     泉医86 横浜市泉区上飯田町９３８－１い常　勤:    2小児クリニック　理事 組織変更 現存
     ずみ中央クリニックビル３Ｆ (医       2)長　福田　豊 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244360,087.1 小林内科クリニック 〒245-0014 045-801-2551医療法人社団　小林内小林　英雄 平16.11.13内   循   消  診療所
     泉医87 横浜市泉区中田南２－２－２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 呼   現存
     (医       1)　小林　英雄 平22.11.13
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245360,088.9 緑園都市眼科後藤クリ〒245-0002 045-813-2277医療法人　緑園都市眼後藤　深雪 平10. 1. 1眼   診療所
     泉医88 ニック 横浜市泉区緑園４－１－２ 常　勤:    1科後藤クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　後藤　深雪 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246360,089.7 岡津クリニック 〒245-0003 045-814-1416医療法人社団　一準会田野　雅美 平10.12.15内   循   診療所
     泉医89 横浜市泉区岡津町２２３６ 常　勤:    1　理事長　山中　修 移動 現存
     (医       1) 平22.12.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247360,091.3 こまくさ女性クリニッ〒245-0002 045-810-0051石井　淳 石井　淳 平10.11. 1一般         3診療所
     泉医91 ク 横浜市泉区緑園２－１－６アムニ常　勤:    1 新規 婦   産   内  現存
     ス２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248360,092.1 山中クリニック 〒245-0002 045-812-6670医療法人社団　山中ク山中　康 平10.12. 1内   外   胃  診療所
     泉医92 横浜市泉区緑園３－２－８相鉄・常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 こう 循   呼  現存
     松本緑園都市共同ビル２０１ (医       1)中　康 平22.12. 1リハ 
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 2249360,093.9 緑園こどもクリニック〒245-0002 045-810-0555山中　 宏 山中　 宏 平11. 4. 1小   診療所
     泉医93 横浜市泉区緑園２－１－６－２０常　勤:    2 新規 現存
     １ (医       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250360,094.7 應天堂内科　中田町ク〒245-0014 045-800-3330大庭　義人 大庭　義人 平11. 4. 1内   診療所
     泉医94 リニック 横浜市泉区中田南３－６－１希光常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ－Ａ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251360,095.4 はやかわクリニック 〒245-0002 045-810-0300早川　準 早川　準 平11. 4.15内   麻   整外診療所
     泉医95 横浜市泉区緑園１－１－１９ロッ常　勤:    1 新規 呼   循   消  現存
     ジアビル２０１ (医       1) 平23. 4.15リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252360,097.0 いずみ野皮ふ科 〒245-0016 045-804-1210医療法人　いずみ会　増田　智栄子 平11. 6. 1皮   診療所
     泉医97 横浜市泉区和泉町５７３２－９光常　勤:    1理事長　増田　智栄子 組織変更 現存
     南ビル２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253360,098.8 ゆり眼科医院 〒245-0014 045-800-3121佐藤　公美 佐藤　公美 平11. 6.15眼   診療所
     泉医98 横浜市泉区中田南３－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254360,099.6 斉藤耳鼻咽喉科医院 〒245-0013 045-805-3387齊藤　稔 齊藤　稔 平19. 1.11耳い 診療所
     泉医99 横浜市泉区中田東３－３－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255360,104.4 緑園内科循環器科クリ〒245-0002 045-813-8062長谷川　晴喜 長谷川　晴喜 平12.11. 1内   循   アレ診療所
     泉医104 ニック 横浜市泉区緑園５－２９－１０ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256360,105.1 いずみ野耳鼻咽喉科 〒245-0016 045-805-1790野口　浩男 野口　浩男 平12.12. 1耳い アレ 気食診療所
     泉医105 横浜市泉区和泉町６２０６－２プ常　勤:    1 新規 現存
     リモいずみ野１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257360,106.9 緑台クリニック 〒245-0002 045-813-6333医療法人社団　緑台ク藤井　隆人 平12.12. 1内   他   診療所
     泉医106 横浜市泉区緑園２－６－１１ 常　勤:    2リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       2)井　隆人 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2258360,108.5 医療法人社団　善仁会〒245-0002 045-815-0511医療法人社団　善仁会久世　学 平20. 5. 5他   診療所
     泉医108 　緑園都市クリニック横浜市泉区緑園１－１６－１ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     (医       1) 平26. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259360,111.9 フタバ皮フ科 〒245-0015 045-800-5239能登　重光 能登　重光 平13. 5.15皮   診療所
     泉医111 横浜市泉区中田西１－１－２７ネ常　勤:    1 新規 現存
     クストアイ３Ｆ (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260360,112.7 立場メンタルクリニッ〒245-0015 045-805-5106落合　智香 落合　智香 平13. 6. 1心内 神   精  診療所
     泉医112 ク 横浜市泉区中田西１－１－２７ネ常　勤:    1 新規 現存
     クストアイ２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261360,114.3 丸本眼科 〒245-0016 045-801-0082医療法人社団　つるは丸本　達也 平22. 4. 1眼   診療所
     泉医114 横浜市泉区和泉町５７３５－１　常　勤:    1し会　理事長　丸本　 移動 現存
     １Ｆ (医       1)達也 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262360,116.8 やまうち内科皮フ科ク〒245-0016 045-806-6123山内　 彦 山内　 彦 平13. 9.15内   呼   循  診療所
     泉医116 リニック 横浜市泉区和泉町６２０６－２プ常　勤:    1 新規 皮   アレ リウ現存
     リモいずみ野１０１ (医       1) 平25. 9.15リハ 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263360,118.4 ともろークリニック 〒245-0008 045-810-3005医療法人　敬生会　理本田　美代子 平14. 3.15内   皮   診療所
     泉医118 横浜市泉区弥生台５５－５５ 常　勤:    1事長　佐久　昭 新規 現存
     (医       1) 平26. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264360,119.2 医療法人社団　昌和会〒245-0016 045-802-1151医療法人社団　昌和会鈴木　攻 平14. 4. 1介護        78病院
     泉医119 　いずみ中央病院 横浜市泉区和泉町３６２７ 常　勤:    1　理事長　岡村　一成 組織変更 内   整外 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265360,120.0 泌尿器科あべクリニッ〒245-0015 045-805-5808阿部　貴之 阿部　貴之 平14. 4.15ひ   診療所
     泉医120 ク 横浜市泉区中田西１－１－２７ネ常　勤:    1 新規 現存
     クストアイ３Ｆ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266360,124.2 はた胃腸科クリニック〒245-0016 045-806-0301畑　眞 畑　眞 平14.12. 1胃   こう 外  診療所
     泉医124 横浜市泉区和泉町５７３２－９光常　勤:    1 新規 内   現存
     南ビル３Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267360,132.5 しのはら整形外科内科〒245-0016 045-804-5101篠原　弘行 篠原　弘行 平15. 9.15整外 リハ 内  診療所
     泉医132 横浜市泉区和泉町３９４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 9.15
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 2268360,135.8 緑園さいとうクリニッ〒245-0002 045-810-3621齋藤　竜一 齋藤　竜一 平16. 5. 1ひ   皮   診療所
     泉医135 ク 横浜市泉区緑園２－１－１ＧＦビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269360,136.6 林内科クリニック 〒245-0018 045-805-1130医療法人社団永和会　林　克尚 平16. 8. 1内   循   呼  診療所
     泉医136 横浜市泉区上飯田町９３８－１い常　勤:    1理事長　林　克尚 組織変更 消   現存
     ずみ中央クリニックビル１Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270360,137.4 カナイ眼科 〒245-0016 045-806-4058金井　光 金井　光 平16. 8.15眼   診療所
     泉医137 横浜市泉区和泉町２８６０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 8.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271360,141.6 あいかわこどもクリニ〒245-0012 045-805-6605医療法人　あいかわこ相川　博之 平17. 6. 1小   アレ 診療所
     泉医141 ック 横浜市泉区中田北２－６－１４ア常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     イエイチビルⅡ１Ｆ (医       1)長　相川　博之 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272360,143.2 会田クリニック 〒245-0002 045-811-2883 田　秀介 田　秀介 平17. 7. 1内   小   呼  診療所
     泉医143 横浜市泉区緑園６－２－１ 常　勤:    1 組織変更 アレ 心内 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273360,145.7 みずおクリニック 〒245-0014 045-805-3081医療法人社団　水尾会水尾　敏彦 平17.11. 1ひ   内   診療所
     泉医145 横浜市泉区中田南３－９－１ウィ常　勤:    1　理事長　水尾　敏彦 組織変更 現存
     ステリア館１Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274360,146.5 緑園ゆきひろ整形外科〒245-0002 045-810-3616医療法人社団　幸風会齋藤　幸弘 平18. 1. 1整外 リハ 診療所
     泉医146 横浜市泉区緑園５－２９－１０緑常　勤:    1　理事長　齋藤　幸弘 組織変更 現存
     園クリニックビル３Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275360,149.9 いずみ中央ひかり眼科〒245-0016 045-806-1713村田　友紀 村田　友紀 平18. 5. 1眼   診療所
     泉医149 横浜市泉区和泉町３５１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276360,150.7 やよい台クリニック 〒245-0008 045-812-0908山本　くるみ 山本　くるみ 平18.10. 1内   小   診療所
     泉医150 横浜市泉区弥生台５１－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277360,152.3 みたに内科循環器科ク〒245-0016 045-806-5067三谷　和彦 三谷　和彦 平18.12. 1内   循   診療所
     泉医152 リニック 横浜市泉区和泉町３８３９－１　常　勤:    1 新規 現存
     フォレストいずみ中央 (医       1) 平24.12. 1
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 2278360,154.9 かねむらクリニック 〒245-0012 045-805-6685医療法人　かねむらク金村　栄秀 平19. 4. 1内   胃   こう診療所
     泉医154 横浜市泉区中田北２－６－１４ア常　勤:    2リニック　理事長　金 組織変更 外   麻   リハ現存
     イエイチビルⅡ－１Ｆ－Ｂ (医       2)村　栄秀 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279360,155.6 ふれあいクリニック泉〒245-0014 045-803-3221医療法人社団　健齢会青木　洋祐 平19. 5. 1内   診療所
     泉医155 横浜市泉区中田南４－３－２３ 常　勤:    1　理事長　大屋敷　芙 新規 現存
     (医       1)志枝 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280360,156.4 志波内科医院 〒245-0015 045-806-0667医療法人社団　緑命会志波　広輔 平19. 5. 1内   循   放  診療所
     泉医156 横浜市泉区中田西１－２－１ 常　勤:    1　理事長　志波　広輔 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281360,157.2 ふなき整形外科クリニ〒245-0015 045-806-1066医療法人社団　慈清会舟木　清美 平19. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     泉医157 ック 横浜市泉区中田西１－２－７　１常　勤:    1　理事長　舟木　清美 組織変更 皮   形外 現存
     Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282360,159.8 はっとり小児科 〒245-0023 045-804-4153医療法人　優智会　理服部　欽哉 平19. 7. 1小   診療所
     泉医159 横浜市泉区和泉中央南１－１０－常　勤:    1事長　服部　欽哉 組織変更 現存
     ３７立場ＡＭＡＮＯビル２Ｆ－Ａ(医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283360,160.6 立場医院 〒245-0016 045-802-8332岡本　淳 岡本　淳 平19.12. 1一般    診療所
     泉医160 横浜市泉区和泉町４０５８ 常　勤:    1 組織変更 内   循   呼  現存
     (医       1) 平25.12. 1皮   消   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284360,161.4 緑園こころのクリニッ〒245-0002 045-811-6222小久保　享郎 小久保　享郎 平20. 9.15心内 精   診療所
     泉医161 ク 横浜市泉区緑園１－４－１　オー常　勤:    1 新規 現存
     シャンテラス２Ａ (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285360,162.2 医療法人　順神会　ば〒245-0016 045-800-3934医療法人　順神会　理板東　邦秋 平20.12. 1脳外 内   神内診療所
     泉医162 んどうクリニック 横浜市泉区和泉町５１４－８ 常　勤:    1事長　板東　邦秋 組織変更 整外 放   現存
     (医       1) 平20.12. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286360,163.0 かずまさ整形外科 〒245-0004 045-810-0123平　和眞 平　和眞 平21. 2. 1整外 リハ 皮  診療所
     泉医163 横浜市泉区領家３－２－４山手台常　勤:    1 新規 現存
     ＩＫプラザ２Ｆ (医       1) 平21. 2. 1
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 2287360,164.8 医療法人横浜柏堤会　〒245-0016 045-800-0320医療法人横浜柏堤会　久保　実 平21. 7. 1一般        50病院
     泉医164 戸塚共立リハビリテー横浜市泉区和泉町４２５９－１ 常　勤:    6理事長　横川　秀男 新規 療養        50現存
     ション病院 (医       6) 平21. 7. 1整外 脳外 リハ
     非常勤:    2 内   麻   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288360,165.5 八木在宅クリニック 〒245-0016 045-802-1237八木　鋭二 八木　鋭二 平22. 6. 1整外 内   診療所
     泉医165 横浜市泉区和泉町３６２８－１７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289360,168.9 横浜中田皮フ科 〒245-0012 045-800-3217川崎　裕史 川崎　裕史 平22. 8. 1皮   アレ 形外診療所
     泉医168 横浜市泉区中田北２－７－３ネス常　勤:    1 新規 現存
     トＢ＆Ｗ　１Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290360,169.7 湘南お茶の水クリニッ〒245-0018 045-800-6151医療法人　孔雀会　理大見　忠 平23. 1. 1内   診療所
     泉医169 ク 横浜市泉区上飯田町１２２１－１常　勤:    1事長　大見　忠 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291360,171.3 渡辺こどもクリニック〒245-0006 045-813-1618医療法人　順豊会　理渡 　豊彦 平23. 4. 1小   診療所
     泉医171 横浜市泉区西が岡１－１３－６ 常　勤:    1事長　渡 　豊彦 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292360,172.1 板倉医院 〒245-0018 045-804-6631岡田　紀子 岡田　紀子 平23. 4.11外   整外 皮  診療所
     (366,172.5) 横浜市泉区上飯田町１１０７－１常　勤:    2 交代 ひ   歯   小歯現存
     泉医172 (医       1) 平23. 4.11歯外 矯歯 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293360,173.9 うしみメンタルクリニ〒245-0013 045-800-6066牛見　豊 牛見　豊 平23.10. 1心内 精   診療所
     泉医173 ック 横浜市泉区中田東３－１６－６　常　勤:    1 新規 現存
     アクアパレス中田２Ｆ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294360,174.7 医療法人　順神会　横〒245-0009 045-810-0250医療法人　順神会　理串田　剛 平23.10. 1脳外 内   整外診療所
     泉医174 浜緑園丘の上クリニッ横浜市泉区新橋町５３－１ 常　勤:    1事長　板東　邦秋 新規 小   現存
     ク (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295360,175.4 やよいだい整形外科 〒245-0008 045-810-5441医療法人社団泰青会　大山　泰生 平24. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     泉医175 横浜市泉区弥生台２９－１　弥生常　勤:    1理事長　大山　泰生 交代 現存
     台二番館２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2296360,176.2 やよい台眼科 〒245-0008 045-812-8653田邉　知尚 田邉　知尚 平24. 4. 1眼   診療所
     泉医176 横浜市泉区弥生台２７－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297360,177.0 医療法人社団善仁会　〒245-0013 045-802-6633医療法人社団善仁会　村山　雅英 平24.10. 1他   診療所
     泉医177 中田駅前泉クリニック横浜市泉区中田東３－２－２ 常　勤:    1理事長　渡邊　光康 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298360,178.8 いずみ野整形外科 〒245-0016 045-800-5502医療法人社団　祐昇会徳永　高也 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     泉医178 横浜市泉区和泉町５６２７－１サ常　勤:    1　理事長　長田　信人 新規 現存
     ザンヒルズいずみ野１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299360,179.6 多和田レディースクリ〒245-0013 045-800-0222医療法人社団多和田レ多和田　哲雄 平25. 4. 1産婦 診療所
     泉医179 ニック 横浜市泉区中田東３－１６－６ア常　勤:    1ディースクリニック　 交代 現存
     クアパレス中田１Ｆ (医       1)理事長　多和田　哲雄 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300360,180.4 いずみ中央しみず眼科〒245-0016 045-806-1213清水　康平 清水　康平 平25. 7. 1眼   診療所
     泉医180 横浜市泉区和泉町３５０１いずみ常　勤:    1 新規 現存
     中央ビル　２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301360,181.2 こが内科クリニック 〒245-0016 045-804-2205古賀　純 古賀　純 平25.10. 1内   診療所
     泉医181 横浜市泉区和泉町３３４－１２ 常　勤:    1 新規 循内　糖内 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302360,182.0 医療法人社団ふたば会〒245-0008 045-813-5111医療法人社団ふたば会大河内　宏記 平25. 9. 1内   皮   診療所
     泉医182 　やよい台内科・皮フ横浜市泉区弥生台２５－１　弥生常　勤:    2　理事長　大河内　宏 交代 消内 現存
     科 台石川ビル２Ｆ (医       2)記 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303361,000.3 いずみ中央診療所 〒245-0016 045-806-2727都嵜　祥人 都嵜　祥人 平26. 1. 1内   耳   皮  診療所
     泉医1000 横浜市泉区和泉町３４９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304361,001.1 医療法人社団　湘仁会〒245-0002 045-410-8155医療法人社団　湘仁会飛見　桃子 平26. 6. 1眼   診療所
     泉医1001 　緑園万騎が原アイ眼横浜市泉区緑園５－２９－４－１常　勤:    1　理事長　齋藤　孝司 新規 現存
     科 Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2305361,003.7 いずみ野アイクリニッ〒245-0016 045-410-9220川﨑　貴弘 川﨑　貴弘 平26. 7. 1眼   診療所
     泉医1003 ク 横浜市泉区和泉町６２１４－１相常　勤:    1 新規 現存
     鉄ライフいずみ野２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306361,004.5 いずみの森クリニック〒245-0015 045-443-8388栗田　竜子 栗田　竜子 平26.10. 1内   神内 ひ  診療所
     泉医1004 横浜市泉区中田西２－３１－９金常　勤:    1 新規 現存
     子ハイツ１Ｆ (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307370,007.7 加藤内科医院 〒227-0063 045-981-6272加藤　勲 加藤　勲 昭42.11. 1内   診療所
     青医7 横浜市青葉区榎ケ丘１１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308370,014.3 横山医院 〒225-0013 911-0654 横山　博 横山　博 昭43. 4. 1内   小   診療所
     青医14 横浜市青葉区荏田町１２８８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309370,015.0 たま小児クリニック 〒225-0002 045-901-3285松林　昭男 松林　昭男 昭43. 6. 1小   診療所
     青医15 横浜市青葉区美しが丘１－２３－常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310370,016.8 青葉台クリニック 〒227-0062 045-981-1860楠　亨 楠　亨 昭43.11.15一般         9診療所
     青医16 横浜市青葉区青葉台１－１３ 常　勤:    1 胃   外   皮  現存
     (医       1) 平22.11.15放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311370,022.6 井出眼科医院 〒227-0055 045-981-4190井出　昌晶 井出　昌晶 昭44. 4.15眼   診療所
     青医22 横浜市青葉区つつじが丘３６－１常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312370,023.4 辻井産婦人科医院 〒225-0002 045-901-7500辻井　信孝 辻井　信孝 昭44. 4.15一般         6診療所
     青医23 横浜市青葉区美しが丘３－５－２常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313370,028.3 丹羽産婦人科医院 〒225-0013 045-911-1103丹羽　義郎 丹羽　義郎 昭45. 6.15産婦 診療所
     青医28 横浜市青葉区荏田町４７２－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314370,029.1 遠山内科 〒225-0024 045-971-1449遠山　啓一郎 遠山　啓一郎 昭45.10. 1内   小   放  診療所
     青医29 横浜市青葉区市ケ尾町１０７４－常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2315370,036.6 内科胃腸科笹生医院 〒225-0024 045-971-5762笹生　研 笹生　研 昭47. 6.15内   胃   小  診療所
     青医36 横浜市青葉区市ヶ尾町１０６０－常　勤:    1 呼   循   現存
     ９ (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316370,039.0 多摩整形外科 〒225-0002 045-901-6222金　栄進 金　栄進 昭47. 9. 1整外 外   リハ診療所
     青医39 横浜市青葉区美しが丘２－６－２常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317370,041.6 佐々木医院 〒227-0063 045-981-1390佐々木　道子 佐々木　道子 昭48. 1. 1内   精   神  診療所
     青医41 横浜市青葉区榎が丘４１－５ 常　勤:    1 放   小   現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318370,043.2 岡本診療所 〒227-0062 045-981-9541岡本　一郎 岡本　一郎 平25. 4. 1内   小   他  診療所
     青医43 横浜市青葉区青葉台１－１５－１常　勤:    1 移動 現存
     ４リッチハイム青葉台５０２ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319370,048.1 酒井眼科医院 〒227-0036 045-962-8310酒井　廣 酒井　廣 昭48.10.15眼   診療所
     青医48 横浜市青葉区奈良町２７６２－７常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320370,050.7 佐藤医院 〒225-0002 045-902-3400佐藤　文一 佐藤　文一 昭49. 4.15内   小   皮  診療所
     青医50 横浜市青葉区美しが丘４－４－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321370,051.5 熊谷医院 〒225-0024 045-971-2132熊谷　勝 熊谷　勝 昭50. 3. 1胃   外   診療所
     青医51 横浜市青葉区市ケ尾町１１６２－常　勤:    1 現存
     １ファミリーコーポ市ケ尾２０８(医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322370,053.1 桐蔭学園診療所 〒225-0025 045-971-1251学校法人桐蔭学園　理高村　安子 昭50. 6. 1内   外   整外診療所
     青医53 横浜市青葉区鉄町１６１４ 常　勤:    1事長　平岩　敬一 皮   眼   現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2323370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 045-971-1151学校法人　昭和大学　真田　裕 昭60.10. 1一般       584病院
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 常　勤:  255理事長　小口　勝司 呼内 神内 呼外現存
     青医54 (医     254) 平24.10. 1心外 整外 脳外
     (歯       1) 形外 美外 精  
     非常勤:  169 小   皮   ひ  
     (医     160) 産婦 眼   耳い
     (歯       9) リハ 放   病理
     歯   歯外 麻  
     他   
     循内　消内　血
     内　代内　内泌
     内　腎内　腫内
     　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324370,059.8 学園奈良医院 〒227-0036 045-962-8512大本　恭平 大本　恭平 昭51.12.15一般         7診療所
     青医59 横浜市青葉区奈良町２７６２－１常　勤:    1 産婦 現存
     ４２ (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325370,060.6 桑原クリニック 〒225-0002 045-912-1234桑原　利彦 桑原　利彦 昭51.12.15小   診療所
     青医60 横浜市青葉区美しが丘３－３２の常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326370,061.4 瀬戸口耳鼻咽喉科 〒225-0002 045-901-3333瀬戸口　壽一 瀬戸口　壽一 昭52.10. 1耳い 気食 診療所
     青医61 横浜市青葉区美しが丘５－１－５常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327370,062.2 上條整形外科皮膚科医〒227-0043 045-973-1567上條　正勝 上條　正勝 昭53. 6.15整外 皮   診療所
     青医62 院 横浜市青葉区藤が丘１－１４－７常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328370,063.0 あざみ野整形外科 〒225-0011 045-901-3700安藤　和彦 安藤　和彦 昭53. 8. 1整外 診療所
     青医63 横浜市青葉区あざみ野２－２８－常　勤:    1 現存
     １８ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329370,066.3 武沼小児科医院 〒227-0062 045-981-6122武沼　温 武沼　温 昭53.10. 1小   診療所
     青医66 横浜市青葉区青葉台１－１３－１ 現存
     ３ 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330370,068.9 つつじが丘診療所 〒227-0055 045-981-3115伊藤　喜一 伊藤　喜一 昭54. 2.15内   小   診療所
     青医68 横浜市青葉区つつじが丘１１－４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2331370,072.1 石井小児科 〒225-0011 045-902-0020石井　忠信 石井　忠信 昭54. 7.15小   診療所
     青医72 横浜市青葉区あざみ野２－９－５ 現存
     吉春ビル２０１ 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332370,076.2 林内科医院 〒227-0036 045-962-8377林　祐吉 林　祐吉 昭56.12. 1内   胃   循  診療所
     青医76 横浜市青葉区奈良町１６７０－７常　勤:    1 小   現存
     ９ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333370,078.8 牧眼科医院 〒225-0011 045-902-5155牧　幸 牧　幸 昭56.11.20眼   診療所
     青医78 横浜市青葉区あざみ野２－９－１常　勤:    1 現存
     あざみ野駅前第２ビル (医       1) 平23.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334370,079.6 市ヶ尾眼科 〒225-0024 045-973-2785長谷部　啓子 長谷部　啓子 昭57. 4. 1眼   診療所
     青医79 横浜市青葉区市ヶ尾町１０５４－ 現存
     ４ハタノビル 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335370,080.4 あざみ野クリニック 〒225-0003 045-901-6545針谷　知恵子 針谷　知恵子 昭57. 5. 1内   消   小  診療所
     青医80 横浜市青葉区新石川１－１４－６常　勤:    1 放   循   呼  現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336370,082.0 市ケ尾クリニック 〒225-0024 045-973-1723林　茂隆 林　茂隆 昭58. 2. 1皮   産婦 小  診療所
     青医82 横浜市青葉区市ケ尾町１１６３－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337370,084.6 中山医院 〒227-0062 045-983-3621中山　壽朗 中山　壽朗 昭58. 5.15内   胃   外  診療所
     青医84 横浜市青葉区青葉台１－６－１３常　勤:    1 皮   こう 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338370,087.9 緑協和病院 〒227-0036 045-962-9666成川　有一 成川　有一 昭59. 1.15一般        34病院
     青医87 横浜市青葉区奈良町１８０２ 常　勤:    5 療養       111現存
     (医       5) 平23. 1.15内   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339370,090.3 医療法人社団明芳会　〒225-0013 045-911-2011医療法人社団明芳会　森本　将史 昭60.11.15一般       257病院
     青医90 横浜新都市脳神経外科横浜市青葉区荏田町４３３ 常　勤:   30理事長　中村　哲也 療養        60現存
     病院 (医      30) 平24.11.15内   整外 脳外
     非常勤:   43 リハ 麻   他  
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340370,092.9 Ｋクリニック 〒225-0011 045-903-4108金杉　和男 金杉　和男 平12. 3.27胃   外   内  診療所
     青医92 横浜市青葉区あざみ野２－７－１常　勤:    1 移動 現存
     １プラセール・ヴィラＢ１ (医       1) 平24. 3.27
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 2341370,095.2 あベクリニック 〒225-0002 045-902-1600阿部　静夫 阿部　静夫 昭62.12. 1内   消   外  診療所
     青医95 横浜市青葉区美しが丘４－９－２常　勤:    1 整外 皮   循  現存
     (医       1) 平23.12. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342370,097.8 佐々木クリニック 〒227-0044 045-973-2622佐々木　徹郎 佐々木　徹郎 昭63. 3. 3胃   循   外  診療所
     青医97 横浜市青葉区もえぎ野６－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343370,099.4 美しが丘眼科 〒225-0002 045-903-0012山口　葉子 山口　葉子 昭63. 7.15眼   診療所
     青医99 横浜市青葉区美しが丘５－２－１非常勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344370,100.0 西山耳鼻咽喉科 〒225-0024 045-972-6400西山　哲 西山　哲 昭63. 9. 1耳い 診療所
     青医100 横浜市青葉区市ケ尾町１１５６－常　勤:    1 現存
     １１ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345370,101.8 足立クリニック 〒225-0002 045-902-3370足立　科子 足立　科子 昭63. 8.17内   精   神  診療所
     青医101 横浜市青葉区美しが丘５－２－１常　勤:    1 神内 心内 リハ現存
     ４たまセンター第２ビル２０６号(医       1) 平24. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346370,102.6 医療法人社団緑成会　〒225-0025 045-902-0001医療法人社団　緑成会平元　周 昭63.10.10一般       300病院
     (376,102.0) 横浜総合病院 横浜市青葉区鉄町２２０１－５ 常　勤:   57　理事長　平元　周 内   呼   消  現存
     青医102 (医      52) 平24.10.10循   小   外  
     (歯       5) 整外 形外 脳外
     非常勤:   70 心外 皮   ひ  
     (医      66) こう 産婦 眼  
     (歯       4) 耳   リハ 放  
     麻   心内 歯外
     神   精   神内
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347370,103.4 はなわ小児科内科クリ〒227-0043 972-1515 塙　弘道 塙　弘道 平元. 5. 1内   小   診療所
     青医103 ニック 横浜市青葉区藤が丘１－２８－３常　勤:    1 現存
     ウィスタリア２８－２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348370,104.2 河合医院 〒225-0021 045-902-5001河合　康夫 河合　康夫 平元. 6. 1内   精   皮  診療所
     青医104 横浜市青葉区すすき野２－６－１常　勤:    1 リハ 婦   現存
     ２ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349370,106.7 染谷医院 〒227-0064 045-984-1100医療法人染谷医院　理染谷　至紀 平元. 8. 1内   神内 呼  診療所
     青医106 横浜市青葉区田奈町７７－６６ 常　勤:    2事長　染谷　至紀 消   循   現存
     (医       2) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2350370,107.5 医療法人社団　緑十字〒225-0011 045-902-3220医療法人社団緑十字ク松下　功 平元. 8. 1一般         5診療所
     青医107 クリニック 横浜市青葉区あざみ野２－１９－常　勤:    1リニック　理事長　松 内   呼   循  現存
     １０ (医       1)下　功 平22. 8. 1小   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351370,108.3 高田内科胃腸科医院 〒225-0003 045-901-2348医療法人社団高田内科高田　亮 平元. 9. 1内   胃   小  診療所
     青医108 横浜市青葉区新石川２－１５－１常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 現存
     １ (医       1)高田　亮 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352370,109.1 嶮山クリニック 〒225-0021 045-901-7766医療法人社団　嶮山ク工藤　卓也 平元.11. 1内   消   小  診療所
     青医109 横浜市青葉区すすき野３－１－１常　勤:    1リニック　理事長　工 現存
     ０ (医       1)藤　卓也 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353370,111.7 昭和大学藤が丘リハビ〒227-0043 045-974-2221学校法人昭和大学　理三辺　武幸 平 2. 6. 1一般       197病院
     青医111 リテーション病院 横浜市青葉区藤が丘２－１－１ 常　勤:   22事長　小口　勝司 リハ 整外 神内現存
     (医      22) 平23. 6. 1呼内 小   眼  
     非常勤:   39 循内
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354370,113.3 荏田クリニック 〒225-0015 045-911-6888医療法人社団聡和会　高橋　淳子 平 2. 7. 2内   診療所
     青医113 横浜市青葉区荏田北３－３－１５常　勤:    1理事長　高橋　淳子 現存
     (医       1) 平23. 7. 2
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355370,116.6 土屋内科クリニック 〒225-0003 045-911-3232土屋　正彦 土屋　正彦 平 3. 7.15内   診療所
     青医116 横浜市青葉区新石川１－９－８ア常　勤:    1 現存
     イケービル１Ｆ (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356370,118.2 荒木皮膚科医院 〒227-0043 045-971-8880荒木　由紀夫 荒木　由紀夫 平 3. 9. 1皮   診療所
     青医118 横浜市青葉区藤が丘２－３－３第常　勤:    1 現存
     ２飯田ビル２０３ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357370,121.6 水野整形外科 〒225-0005 045-903-1333水野　淳 水野　淳 平 3. 9. 1整外 診療所
     青医121 横浜市青葉区荏子田２－２－９ 現存
     平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358370,122.4 藤本内科クリニック 〒225-0005 045-903-0033藤本　紘太郎 藤本　紘太郎 平 3.10.15内   診療所
     青医122 横浜市青葉区荏子田２－２－６ 現存
     平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359370,125.7 太田こどもクリニック〒225-0011 045-909-5335太田　恵蔵 太田　恵蔵 平11. 9.16小   アレ 診療所
     青医125 横浜市青葉区あざみ野１－８－２常　勤:    1 移動 現存
     あざみ野メディカルプラザ３Ｆ－(医       1) 平23. 9.16
     １
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 2360370,126.5 長谷川内科クリニック〒225-0002 045-902-5060医療法人社団長谷川内長谷川　眞 平18.10. 1内   小   診療所
     青医126 横浜市青葉区美しが丘１－４－３常　勤:    2科クリニック　理事長 移動 現存
     －４階 (医       2)　長谷川　眞 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361370,128.1 元石川クリニック 〒225-0001 045-904-2778上川路　睦博 上川路　睦博 平 4. 8. 1内   診療所
     青医128 横浜市青葉区美しが丘西３－１５常　勤:    1 現存
     －１６ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362370,129.9 医療法人社団一成会　〒227-0046 045-962-3338医療法人社団一成会　鈴木　信之 平 4. 8. 1一般       152病院
     青医129 たちばな台病院 横浜市青葉区たちばな台２－２－常　勤:   30理事長　鈴木　信之 内   外   整外現存
     １ (医      30) 平22. 8. 1脳外 リハ 麻  
     非常勤:   86 人透内　循内　
     (医      86) 血内　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363370,130.7 川瀬医院 〒227-0064 045-981-3111医療法人社団川瀬医院川瀬　定夫 平 5. 2. 1内   胃   小  診療所
     青医130 横浜市青葉区田奈町４５－６ 常　勤:    1　理事長　川瀬　定夫 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364370,134.9 高橋小児科医院 〒225-0023 045-972-8596高橋　俊子 高橋　俊子 平 5. 4. 1胃   小   診療所
     青医134 横浜市青葉区大場町３８６－４１常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365370,135.6 岡田整形外科 〒227-0062 045-983-9568医療法人社団岡田クリ岡田　征彦 平 5. 4. 1整外 外   リハ診療所
     青医135 横浜市青葉区青葉台１－６－１４常　勤:    1ニック　理事長　岡田 休止
     (医       1)　征彦 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366370,136.4 藤が丘耳鼻咽喉科 〒227-0043 045-971-8711医療法人社団藤が丘耳金井　清次 平 5. 5. 1耳い 診療所
     青医136 横浜市青葉区藤が丘２－６－９ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　金 現存
     (医       1)井　清次 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367370,137.2 医療法人社団健生会　〒225-0011 045-901-2525医療法人社団健生会　長濱　隆史 平 5. 9. 3内   小   アレ診療所
     青医137 長浜医院 横浜市青葉区あざみ野４－２－４常　勤:    1理事長　長濱　隆史 リハ 現存
     (医       1) 平23. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368370,140.6 遠藤小児科 〒227-0061 045-983-6859遠藤　義忠 遠藤　義忠 平 5.11. 1小   診療所
     青医140 横浜市青葉区桜台６－４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369370,142.2 医療法人社団　岩井皮〒227-0062 045-984-4747医療法人社団　岩井皮岩井　雅彦 平 5.11. 1皮   アレ 診療所
     青医142 フ科 横浜市青葉区青葉台１－６－１４常　勤:    1フ科　理事長　岩井　 現存
     青葉台日興ビル５階 (医       1)雅彦 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2370370,143.0 中神内科クリニック 〒225-0015 045-913-1535中神　和清 中神　和清 平 5.11.15内   アレ 呼  診療所
     青医143 横浜市青葉区荏田北３－１－２　常　勤:    1 現存
     向山ビル２階 (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371370,145.5 あいクリニック 〒225-0012 045-913-1360生沢　啓芳 生沢　啓芳 平 5.12. 1内   外   消  診療所
     青医145 横浜市青葉区あざみ野南２－６－常　勤:    1 現存
     ２９ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372370,146.3 さつきが丘こどもクリ〒227-0053 045-902-3139藤井　孝 藤井　孝 平 6. 5. 1小   アレ 診療所
     青医146 ニック 横浜市青葉区さつきが丘４－１０常　勤:    1 現存
     アモンクール１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373370,147.1 順伸クリニック小児科〒225-0005 045-902-8818医療法人社団　順伸ク入戸野　博 平 6. 6. 1小   皮   アレ診療所
     青医147 横浜市青葉区荏子田２－２－９ 常　勤:    3リニック　理事長　入 現存
     (医       3)戸野　博 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374370,150.5 新妻医院 〒227-0062 045-983-1068新妻　信子 新妻　信子 平 6. 7. 1皮   診療所
     青医150 横浜市青葉区青葉台１－１３－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375370,154.7 池田医院 〒227-0065 045-982-2525池田　威 池田　威 平 7. 5. 1内   胃   循  診療所
     青医154 横浜市青葉区恩田町３０３２－１常　勤:    1 新規 呼   小   現存
     ２ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376370,155.4 相原皮膚科 〒225-0002 045-901-4152医療法人社団　緑里会相原　満里子 平18.11. 1皮   形外 診療所
     青医155 横浜市青葉区美しが丘１－４－３常　勤:    1　理事長　相原　満里 移動 現存
     たまプラーザメディカルセンター(医       1)子 平24.11. 1
     ２０１ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377370,157.0 柴田医院 〒225-0011 045-904-5226柴田　敏幸 柴田　敏幸 平19. 4. 9内   皮   リハ診療所
     青医157 横浜市青葉区あざみ野１－３１－常　勤:    1 移動 麻   現存
     １ (医       1) 平25. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378370,158.8 かなはら整形外科 〒227-0043 045-972-7800金原　憲治 金原　憲治 平14. 9. 8整外 形外 リハ診療所
     青医158 横浜市青葉区藤が丘２－５－５Ｆ常　勤:    1 移動 皮   内   現存
     ・ＧＡＲＥ　３Ｆ (医       1) 平26. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2379370,160.4 青葉区休日急患診療所〒227-0043 045-973-2707一般社団法人　横浜市井上　浩一 平 7. 7.15内   小   診療所
     青医160 横浜市青葉区藤が丘２－２０－１常　勤:    1青葉区メディカルセン 新規 現存
     ０ (医       1)ター　理事長　西川　 平22. 7.15
     非常勤:  109真人
     (医     109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380370,162.0 ペインクリニック北山〒225-0015 045-913-2700北山　隆 北山　隆 平 7. 8. 1麻   リハ 診療所
     青医162 医院 横浜市青葉区荏田北３－１－４　常　勤:    1 新規 現存
     佐藤ビル１階 (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381370,164.6 あおばクリニック 〒227-0036 045-962-1111兼島　景次 兼島　景次 平 7.10. 1内   小   皮  診療所
     青医164 横浜市青葉区奈良１－１８－１ア常　勤:    1 新規 現存
     ゴーラ２０１ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382370,165.3 医療法人社団　秋水会〒227-0033 045-961-3749医療法人社団　秋水会村上　嘉明 平 7.11. 1内   胃   小  診療所
     青医165 　村上医院 横浜市青葉区鴨志田町５４０－５常　勤:    1　理事長　村上　嘉明 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383370,167.9 美しが丘内科医院 〒225-0002 045-901-2666増田　孝 増田　孝 平 8. 6. 1内   胃   循  診療所
     青医167 横浜市青葉区美しが丘１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384370,169.5 市が尾整形外科クリニ〒225-0024 045-973-8013瀬川　満 瀬川　満 平 8. 6.15整外 リハ 診療所
     青医169 ック 横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－常　勤:    1 新規 現存
     １２コスモス市が尾パートⅡ１０(医       1) 平23. 6.15
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385370,170.3 リムクリニック 〒227-0062 045-983-5600木村　敬子 木村　敬子 平 8. 7. 1内   胃   小  診療所
     青医170 横浜市青葉区青葉台２－９－１０常　勤:    2 新規 現存
     第三フジモトビル２Ｆ (医       2) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386370,172.9 こどもの国整形外科 〒227-0036 045-961-3335今里　有紀彦 今里　有紀彦 平 8. 9. 1整外 リハ 診療所
     青医172 横浜市青葉区奈良５ー１ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387370,173.7 レディースクリニック〒225-0002 045-902-0303医療法人社団　健志會服部　一志 平 8.11. 1一般         9診療所
     青医173 服部 横浜市青葉区美しが丘５－３－２常　勤:    1　理事長　服部　一志 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388370,175.2 小澤クリニック 〒225-0002 045-902-1154小澤　進 小澤　進 平 9. 1.15内   胃   診療所
     青医175 横浜市青葉区美しが丘１－９－１常　勤:    1 新規 現存
     平野ビル２階 (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2389370,181.0 西川内科・胃腸科 〒225-0011 045-901-1241西川　真人 西川　真人 平 9. 7. 1内   胃   放  診療所
     青医181 横浜市青葉区あざみ野１－２６－常　勤:    1 交代 現存
     ６ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390370,184.4 えなみクリニック 〒227-0034 045-962-9980江並　朝猛 江並　朝猛 平 9.10. 1内   小   外  診療所
     青医184 横浜市青葉区桂台２－２７－２１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391370,185.1 西山内科皮膚科クリニ〒225-0024 045-971-3010医療法人社団西山内科西山　玄洋 平24.11. 5内   皮   診療所
     青医185 ック 横浜市青葉区市ケ尾町１０６２－常　勤:    2皮膚科クリニック　理 移動 現存
     ５グランドハイツ森１Ｆ (医       2)事長　西山　玄洋 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392370,186.9 医療法人社団　裕正会〒225-0011 045-903-0102医療法人社団　裕正会脇田　正実 平 9.12. 1整外 リハ 診療所
     青医186 　脇田整形外科 横浜市青葉区あざみ野２－９－１常　勤:    1　脇田整形外科　理事 組織変更 現存
     １サンサーラあざみ野３階 (医       1)長　脇田　正実 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393370,187.7 あざみ野メンタルクリ〒225-0011 045-909-1722村田　琢彦 村田　琢彦 平10. 4. 1精   神   心内診療所
     青医187 ニック 横浜市青葉区あざみ野２－９－２常　勤:    2 新規 内   現存
     フレンドリーあざみ野２Ａ (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394370,188.5 井上小児科医院 〒225-0024 045-972-0250井上　浩一 井上　浩一 平20. 9. 1小   アレ 診療所
     青医188 横浜市青葉区市が尾町１１６７－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395370,191.9 緑技皮フ科婦人科クリ〒225-0003 045-903-9188樋口　正臣 樋口　正臣 平10. 5. 1一般         3診療所
     青医191 ニック 横浜市青葉区新石川２－１５－９常　勤:    2 新規 産婦 皮   形外現存
     蔦かずらビル２Ｆ (医       2) 平22. 5. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396370,192.7 医療法人社団　一成会〒227-0046 045-961-7835医療法人社団　一成会成宮　一敏 平13.11. 1一般        18診療所
     青医192 　たちばな台クリニッ横浜市青葉区たちばな台２－７－常　勤:    9　理事長　鈴木　信之 移動 内   皮   小  現存
     ク １ (医       9) 平25.11. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397370,193.5 たまプラーザ内科クリ〒225-0002 045-901-7700星　賢二 星　賢二 平10. 6. 1内   診療所
     青医193 ニック 横浜市青葉区美しが丘２－７－２常　勤:    1 交代 現存
     大栗マンション１階 (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398370,197.6 山本内科循環器医院 〒227-0043 045-971-6088山本　俊夫 山本　俊夫 平10. 9. 1内   循   アレ診療所
     青医197 横浜市青葉区藤が丘２－１９－１常　勤:    1 交代 小   現存
     －１Ａ (医       1) 平22. 9. 1
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 2399370,198.4 すずき眼科クリニック〒227-0043 045-972-6732鈴木　由佳理 鈴木　由佳理 平14. 3. 1眼   診療所
     青医198 横浜市青葉区藤が丘１－３６－３常　勤:    1 移動 現存
     アポラン藤が丘オリーブ館３Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400370,199.2 杉原クリニック 〒225-0024 045-972-6160医療法人　杉原クリニ杉原　隆 平10.11. 1内   消   外  診療所
     青医199 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４－常　勤:    1ック　理事長　杉原　 組織変更 こう 現存
     ２市ケ尾プラーザビル１階 (医       1)隆 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401370,200.8 木崎眼科 〒227-0062 045-985-3719医療法人　至光会　理木崎　宏史 平10.11. 1眼   診療所
     青医200 横浜市青葉区青葉台２－９－１０常　勤:    1事長　木崎　宏史 組織変更 現存
     第３フジモトビル (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402370,203.2 しらとり台クリニック〒227-0054 045-981-3558加藤　聖 加藤　聖 平11. 1. 1皮   診療所
     青医203 横浜市青葉区しらとり台３－３４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403370,204.0 太田眼科医院 〒225-0002 045-901-1385太田　道孝 太田　道孝 平11. 2. 1眼   診療所
     青医204 横浜市青葉区美しが丘１－２３－常　勤:    2 交代 現存
     ３ (医       2) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404370,207.3 医療法人社団　悠志会〒225-0004 045-903-3769医療法人社団　悠志会志賀　俊哉 平11. 4. 1一般        19診療所
     青医207 　横浜悠愛クリニック横浜市青葉区元石川町４０９４－常　勤:    1　理事長　志賀　貢 組織変更 内   消   皮  現存
     ２ (医       1) 平23. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405370,209.9 三原クリニック 〒225-0001 045-904-4800三原　龍介 三原　龍介 平11. 4.15神   心内 精  診療所
     青医209 横浜市青葉区美しが丘西３－６５常　勤:    1 新規 現存
     －６美しが丘西クリニックプラザ(医       1) 平23. 4.15
     ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406370,211.5 こどもの国こどもクリ〒227-0038 045-961-2586医療法人　こどもの国原　真人 平11. 6. 1小   アレ 診療所
     青医211 ニック 横浜市青葉区奈良１－５－２ 常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　原　真人 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407370,213.1 松信レディースクリニ〒227-0043 045-978-0280松信　晶 松信　晶 平11. 7. 1一般         3診療所
     青医213 ック 横浜市青葉区藤が丘１－２８－２常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     ０ファミーユ１Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
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 2408370,214.9 山口皮膚・泌尿器科 〒225-0011 045-901-1180山口　豊明 山口　豊明 平11. 9. 1皮   ひ   診療所
     青医214 横浜市青葉区あざみ野１－８－２常　勤:    1 新規 現存
     あざみ野メディカルプラザ３Ｆ－(医       1) 平23. 9. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409370,216.4 横山内科・消化器科 〒225-0011 045-902-0711横山　聡 横山　聡 平11. 9.15内   消   診療所
     青医216 横浜市青葉区あざみ野１－８－２常　勤:    1 新規 現存
     あざみ野メディカルプラザ４Ｆ－(医       1) 平23. 9.15
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410370,218.0 かわむら整形外科クリ〒225-0002 045-909-5255川村　憲史 川村　憲史 平11.11. 1整外 リハ 診療所
     青医218 ニック 横浜市青葉区美しが丘２－１９－常　勤:    1 新規 現存
     １ベルパルク美しが丘１Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411370,219.8 医療法人社団　啓友会〒227-0054 045-981-3171医療法人社団　啓友会石塚　洋一 平11.11. 1耳い アレ 診療所
     青医219 　しらとり台耳鼻咽喉横浜市青葉区しらとり台２－１７常　勤:    1　理事長　清水　啓之 新規 現存
     科 中山ビル２Ｆ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412370,220.6 惠愛眼科 〒225-0011 045-909-6330小野　惠都子 小野　惠都子 平12. 2.15眼   診療所
     青医220 横浜市青葉区あざみ野１－８－２常　勤:    1 新規 現存
     あざみ野メディカルプラザ４Ｆ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413370,221.4 さわだ皮ふ科 〒225-0002 045-903-5123澤田　俊一 澤田　俊一 平12. 3.15皮   形外 診療所
     青医221 横浜市青葉区美しが丘４－１－４常　勤:    1 新規 現存
     －２０１ (医       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414370,224.8 横浜青葉台クリニック〒227-0062 045-988-0631小田切　邦雄 小田切　邦雄 平12. 6. 1放   小   内  診療所
     青医224 横浜市青葉区青葉台１－１９－３常　勤:    1 新規 眼   現存
     ５ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415370,226.3 あおば整形外科 〒227-0054 045-985-3602医療法人　緑樹会　理宮田　庸 平12. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     青医226 横浜市青葉区しらとり台１－１２常　勤:    1事長　宮田　庸 組織変更 現存
     グリーングラスビル (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416370,227.1 こどものくに皮膚科 〒227-0036 045-960-4630屋代　眞紀子 屋代　眞紀子 平12. 8. 1皮   診療所
     青医227 横浜市青葉区奈良１－１３－９オ常　勤:    1 新規 現存
     ークヴィレッジ１Ｆ－Ａ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2417370,229.7 こどもの国眼科 〒227-0038 045-961-8079永井　彩 永井　彩 平12. 9. 1眼   診療所
     青医229 横浜市青葉区奈良１－１３－９オ常　勤:    1 新規 現存
     ークヴィレッジ１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418370,234.7 河合メンタルクリニッ〒227-0043 045-979-0160河合　眞 河合　眞 平12.11. 1精   神   診療所
     青医234 ク 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     ７Ｔ・ＢＯＸ３Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419370,235.4 ふじた内科・こども医〒227-0041 045-979-2868藤田　公樹 藤田　公樹 平12.11. 1内   消   循  診療所
     青医235 院 横浜市青葉区上谷本町７２３－１常　勤:    2 新規 小   アレ 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420370,236.2 原内科医院 〒227-0055 045-981-1115原　良太郎 原　良太郎 平12.11.15内   消   神内診療所
     青医236 横浜市青葉区つつじが丘３０－１常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421370,238.8 吉本内科医院 〒227-0062 045-989-5150吉本　緑 吉本　緑 平13. 1. 1内   診療所
     青医238 横浜市青葉区青葉台２－３－１０常　勤:    1 新規 現存
     ラルク青葉台４Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422370,240.4 鈴木ペインクリニック〒227-0043 045-979-1374鈴木　結実人 鈴木　結実人 平13. 1.15麻   他   診療所
     青医240 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     ７Ｔ－ＢＯＸ　３Ｆ (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423370,242.0 メンタルクリニック響〒225-0011 045-905-5122本津　浩明 本津　浩明 平13. 2.15精   他   診療所
     青医242 横浜市青葉区あざみ野２－２－８常　勤:    1 新規 現存
     プロスパあざみ野２０１ (医       1) 平25. 2.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424370,245.3 はな眼科 〒225-0002 045-903-1349杉村　華子 杉村　華子 平13. 4. 1眼   診療所
     青医245 横浜市青葉区美しが丘２－２０－常　勤:    1 新規 現存
     １８ドムス有本２０１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425370,246.1 松岡医院 〒227-0054 045-981-6093松岡　誠治 松岡　誠治 平13. 4. 1小   内   外  診療所
     青医246 横浜市青葉区しらとり台２０－１常　勤:    2 交代 ひ   皮   現存
     ３ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426370,249.5 レディースクリニック〒225-0024 045-979-1797髙橋　誠治 髙橋　誠治 平13. 7. 1産婦 診療所
     青医249 市ヶ尾 横浜市青葉区市ケ尾１１５４市ヶ常　勤:    1 新規 現存
     尾プラーザビル１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2427370,250.3 漢一診療所 〒227-0047 045-973-3252梅村　百代 梅村　百代 平13. 7. 1内   小   耳い診療所
     青医250 横浜市青葉区みたけ台４４－１　常　勤:    1 交代 皮   現存
     グレイスムラタ１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428370,259.4 田園都市レディースク〒227-0062 045-988-1124医療法人社団　寿幸会河村　寿宏 平13.12. 7内   産婦 ひ  診療所
     青医259 リニック 横浜市青葉区青葉台２－３－１０常　勤:    5　理事長　河村　寿宏 組織変更 現存
     (医       5) 平25.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429370,261.0 あらいクリニック 〒227-0044 045-532-8820新井　桂子 新井　桂子 平22. 6. 1内   他   診療所
     青医261 横浜市青葉区もえぎ野１－１９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430370,263.6 荘太郎クリニック 〒225-0012 045-914-7177林　莊太郎 林　莊太郎 平14. 2.15循   呼   内  診療所
     青医263 横浜市青葉区あざみ野南２－１－常　勤:    1 新規 心内 精   現存
     ２１ベオラプレイス２Ｆ (医       1) 平26. 2.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431370,264.4 カク小児クリニック 〒225-0022 045-979-3199加久　浩文 加久　浩文 平14. 3. 1小   アレ 診療所
     青医264 横浜市青葉区黒須田３３－５タウ常　勤:    2 新規 現存
     ンコートあざみ野１Ｆ (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432370,265.1 こどもの国レディスク〒227-0038 045-964-0314平野　髙明 平野　髙明 平14. 3. 1一般         8診療所
     青医265 リニック 横浜市青葉区奈良１－１８－１０常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433370,269.3 和みのクリニック 〒225-0011 045-902-0753丹羽　和賀美 丹羽　和賀美 平14. 4. 1心内 神   精  診療所
     青医269 横浜市青葉区あざみ野２－６－７常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434370,270.1 吉武胃腸科内科医院 〒225-0002 045-901-1622吉武　圭介 吉武　圭介 平14. 4.25胃   内   放  診療所
     青医270 横浜市青葉区美しが丘２－１７－常　勤:    1 交代 現存
     １２ (医       1) 平26. 4.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435370,271.9 てづか耳鼻咽喉科クリ〒225-0001 045-905-2811医療法人社団　沢厚会手塚　克彦 平14. 5. 1耳い 気食 診療所
     青医271 ニック 横浜市青葉区美しが丘西３－６５常　勤:    1　理事長　手塚　克彦 組織変更 現存
     －６美しが丘西クリニックプラザ(医       1) 平26. 5. 1
     Ｓ棟２Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   272 頁

 2436370,272.7 あい内科クリニック 〒227-0038 045-960-6240柳本　昌子 柳本　昌子 平14. 6. 1内   他   診療所
     青医272 横浜市青葉区奈良１－１８－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437370,273.5 いわい整形外科 〒227-0041 045-975-1952岩井　亮 岩井　亮 平14. 6. 1整外 麻   リハ診療所
     青医273 横浜市青葉区上谷本町７２３－１常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438370,274.3 たざわ耳鼻咽喉科クリ〒227-0041 045-972-9556田澤　卓 田澤　卓 平14. 6. 1耳い 気食 診療所
     青医274 ニック 横浜市青葉区上谷本町７２３－１常　勤:    1 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439370,275.0 松本クリニック 〒225-0024 045-978-1166松本　覚 松本　覚 平14. 7. 1眼   内   神内診療所
     青医275 横浜市青葉区市ケ尾町５１８－１常　勤:    2 新規 現存
     東急ドエルアルス市ヶ尾南１０１(医       2) 平26. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440370,277.6 つじ内科クリニック 〒225-0024 045-979-4616辻　誠 辻　誠 平14. 7. 1内   小   放  診療所
     青医277 横浜市青葉区市ケ尾町５４２－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441370,280.0 荏田西内科クリニック〒225-0014 045-913-6176鈴木　房雄 鈴木　房雄 平14.10. 1内   皮   小  診療所
     青医280 横浜市青葉区荏田西５－７－３７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442370,285.9 古川心療内科 〒227-0054 045-982-1032古川　正 古川　正 平14.12. 1内   心内 神  診療所
     青医285 横浜市青葉区しらとり台１－６嶋常　勤:    1 新規 精   現存
     ビル２０１ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443370,286.7 スマイル眼科クリニッ〒227-0062 045-988-4912医療法人　健究社　理岡野　敬 平20. 9. 1眼   診療所
     青医286 ク 横浜市青葉区青葉台１－６－１２常　勤:    2事長　楊　浩勇 移動 現存
     カンゼームビル４階 (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444370,288.3 ムラヤマ内科クリニッ〒227-0043 045-978-5152村山　英行 村山　英行 平15. 1.15内   診療所
     青医288 ク 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     ７Ｔ－ＢＯＸ藤が丘３Ｆ (医       1) 平21. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445370,289.1 菊池医院 〒227-0052 045-971-6274菊池　聡 菊池　聡 平14.12.28内   麻   小  診療所
     青医289 横浜市青葉区梅が丘９－６ 常　勤:    1 交代 循   呼   現存
     (医       1) 平20.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2446370,291.7 医療法人社団　博慈会〒225-0004 045-901-0025医療法人社団　博慈会澤井　崇博 平17.12.15一般        40病院
     青医291 　青葉さわい病院 横浜市青葉区元石川町４３００ 常　勤:    9　理事長　澤井　博司 移動 療養       130現存
     (医       9) 平23.12.15内   整外 リハ
     非常勤:   10 呼内 
     (医      10) 消内　循内　糖
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447370,295.8 あおばウィメンズホス〒227-0062 045-981-4103医療法人　フロンティ阿部　孝彦 平15. 3. 1一般        25病院
     青医295 ピタル 横浜市青葉区青葉台１－２９－１常　勤:    3ア　理事長　阿部　孝 組織変更 内   小   産婦現存
     ５ (医       3)彦 平21. 3. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448370,296.6 朝比奈耳鼻咽喉科医院〒227-0062 045-981-3322朝比奈　紀彦 朝比奈　紀彦 平15. 5. 1耳い 診療所
     青医296 横浜市青葉区青葉台１－１３－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449370,297.4 あかねファミリークリ〒227-0066 045-985-6607黒川　明子 黒川　明子 平15. 5. 1小   内   診療所
     青医297 ニック 横浜市青葉区あかね台１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     ３８ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450370,299.0 田園都市整形外科クリ〒227-0067 045-989-1611医療法人社団緑栄会　池田　貴英 平15. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     青医299 ニック 横浜市青葉区松風台１３－５ライ常　勤:    1理事長　池田　貴英 組織変更 形外 美外 皮  現存
     ムライト松風台３－１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451370,300.6 松田クリニック 〒225-0001 045-909-0130医療法人松田グループ松田　州弘 平15. 6. 1内   呼   消  診療所
     青医300 横浜市青葉区美しが丘西２－６－常　勤:    1　理事長　松田　州弘 組織変更 皮   リハ 麻  現存
     ３ (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452370,301.4 美しが丘クリニック 〒225-0001 045-909-6580医療法人松田グループ松田　敬子 平15. 6. 1内   診療所
     青医301 横浜市青葉区美しが丘西２－６－常　勤:    1　理事長　松田　州弘 組織変更 現存
     ２３ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453370,303.0 野村クリニック 〒225-0011 045-905-5570野村　直人 野村　直人 平17. 5.18内   皮   麻  診療所
     青医303 横浜市青葉区あざみ野３－１４－常　勤:    1 移動 現存
     ２１ (医       1) 平23. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2454370,304.8 おかクリニック 〒227-0036 045-960-6066医療法人社団慶萩会　岡　慶子 平15. 8. 1内   小   整外診療所
     青医304 横浜市青葉区奈良町２９１３奈良常　勤:    1理事長　岡　慶子 組織変更 リハ 現存
     北団地第１号棟第１０７号室 (医       1) 平21. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455370,307.1 大内耳鼻咽喉科・気管〒225-0011 045-904-1133大内　仁 大内　仁 平15. 9. 1耳い 気食 診療所
     青医307 食道科医院 横浜市青葉区あざみ野２－２－８常　勤:    2 交代 現存
     プロスパあざみ野３Ｆ (医       2) 平21. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456370,309.7 田奈整形外科・外科 〒227-0064 045-989-2225医療法人社団快晴会　朝長　昭仁 平15.12. 1整外 外   リハ診療所
     青医309 横浜市青葉区田奈町１５－７第二常　勤:    1理事長　朝長　昭仁 組織変更 皮   現存
     東ビル２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457370,312.1 荻原医院 〒227-0043 045-973-3399荻原　篤 荻原　篤 平16. 5. 1内   循   小  診療所
     青医312 横浜市青葉区藤が丘１－４４－８常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458370,313.9 はやし小児科医院 〒227-0067 045-983-3254医療法人社団　智久会林　智靖 平16. 6. 1小   診療所
     青医313 横浜市青葉区松風台１３－５ライ常　勤:    1　理事長　林　智靖 組織変更 現存
     ムライト松風台３－１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459370,314.7 美しが丘ウイメンズク〒225-0002 045-901-0341医療法人社団ＵＷＣ　王　正貫 平16. 6. 1一般 診療所
     青医314 リニック 横浜市青葉区美しが丘１－２３－常　勤:    1理事長　王　正貫 組織変更     一般     9現存
     ４ (医       1) 平22. 6. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460370,315.4 こうクリニック 〒227-0043 045-972-2938髙　用茂 髙　用茂 平16. 7. 1外   診療所
     青医315 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     ７Ｔ－ＢＯＸ３階 (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461370,316.2 医療法人社団明芳会　〒225-0012 045-912-0111医療法人社団　明芳会見上　光平 平16. 7. 1一般        60病院
     青医316 江田記念病院 横浜市青葉区あざみ野南１－１ 常　勤:   10　理事長　中村　哲也 組織変更 療養        57現存
     (医      10) 平22. 7. 1精神       120
     非常勤:   28 内   心内 精  
     (医      28) 外   整外 皮  
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2462370,317.0 あざみ野皮膚科 〒225-0011 045-905-1241医療法人社団健祐会　池田　祐輔 平16. 7. 1皮   診療所
     青医317 横浜市青葉区あざみ野２－９－１常　勤:    1理事長　池田　祐輔 組織変更 現存
     １サンサーラあざみ野ビル３Ｆ (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2463370,318.8 藤が丘南口クリニック〒227-0043 045-973-0551医療法人社団　後藤会後藤　隆太 平16. 7. 1ひ   性   皮  診療所
     青医318 横浜市青葉区藤が丘２－５－５　常　勤:    2　理事長　後藤　隆太 組織変更 アレ 内   現存
     ３Ｆ (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464370,320.4 岩谷産婦人科医院 〒227-0062 045-981-3211岩谷　弘明 岩谷　弘明 平16. 8. 1産婦 診療所
     青医320 横浜市青葉区青葉台１－１３－１常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465370,322.0 ケセラスキンケアクリ〒225-0005 045-909-1611筑丸　志津子 筑丸　志津子 平23.10. 1皮   形外 アレ診療所
     青医322 ニック 横浜市青葉区荏子田２－２－８　常　勤:    1 移動 現存
     アドバンスビル２Ｆ (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466370,326.1 あざみ野おさかべクリ〒225-0011 045-902-3033医療法人社団愛希会　刑部　義美 平17. 1. 1内   アレ 呼  診療所
     青医326 ニック 横浜市青葉区あざみ野２－９－１常　勤:    1理事長　刑部　義美 組織変更 循   現存
     １サンサーラあざみ野３Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467370,328.7 しばた形成外科・内科〒225-0002 045-905-5711柴田　裕達 柴田　裕達 平17. 4. 1形外 美外 皮  診療所
     青医328 横浜市青葉区美しが丘２－１４－常　勤:    1 新規 外   内   消  現存
     ５リーフ美しが丘ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468370,330.3 たまプラーザ南口クリ〒225-0003 045-914-6678早川　治 早川　治 平17. 5. 1皮   形外 美外診療所
     青医330 ニック 横浜市青葉区新石川３－１５－２常　勤:    1 新規 現存
     シェモアたまプラーザ２Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469370,334.5 あざがみ小児クリニッ〒225-0001 045-909-0092医療法人社団　真誠会阿座上　志郎 平17. 6. 1小   アレ 診療所
     青医334 ク 横浜市青葉区美しが丘西３－６５常　勤:    1　理事長　阿座上　志 組織変更 現存
     －６美しが丘西クリニックプラザ(医       1)郎 平23. 6. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470370,335.2 美しが丘メンタルクリ〒225-0002 045-909-0220児島　一樹 児島　一樹 平17. 8. 1精   心内 診療所
     青医335 ニック 横浜市青葉区美しが丘１－９－１常　勤:    1 新規 現存
     ６平野ビル６－２０１ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2471370,336.0 田奈クリニック 〒227-0064 045-981-7707平山　寿 平山　寿 平17. 9. 1脳外 内   外  診療所
     青医336 横浜市青葉区田奈２５－７ 新規 整外 リハ 現存
     平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472370,337.8 大越クリニック 〒227-0043 045-978-5511大越　修 大越　修 平17.10.15胃   こう 内  診療所
     青医337 横浜市青葉区藤が丘２－４－３藤常　勤:    1 新規 外   整外 小  現存
     が丘会館３Ｆ (医       1) 平23.10.15皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2473370,339.4 医療法人　橋本クリニ〒227-0062 045-989-5220医療法人　橋本クリニ橋本　知房 平17.12. 1心内 神   内  診療所
     青医339 ック 横浜市青葉区青葉台２－１８－３常　勤:    1ック　理事長　橋本　 組織変更 精   現存
     モリエール青葉台２Ａ号室 (医       1)知房 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474370,340.2 セントマリアクリニッ〒227-0067 045-988-0303医療法人セントマリア梅内　正勝 平18. 1. 1一般         8診療所
     青医340 ク 横浜市青葉区松風台１３－１５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)梅内　正勝 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475370,341.0 ふじくら循環器科・内〒225-0002 045-903-9006藤倉　寿則 藤倉　寿則 平18. 4. 1循   内   アレ診療所
     青医341 科 横浜市青葉区美しが丘２－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ７　１Ｆ－Ｃ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476370,342.8 ピースフルクリニック〒225-0021 045-909-5517勝又　泰平 勝又　泰平 平18. 4.15消   内   こう診療所
     青医342 消化器科・内科 横浜市青葉区すすき野３－２－１常　勤:    1 新規 外   現存
     ３ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477370,344.4 こどもの国安西クリニ〒227-0038 045-960-5655医療法人社団　善岳会安西　春幸 平18. 5. 1内   胃   外  診療所
     青医344 ック 横浜市青葉区奈良１－３－５こど常　勤:    1　理事長　安西　春幸 組織変更 こう 現存
     もの国ＫＳビル１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478370,345.1 横田内科クリニック 〒227-0067 045-984-7755医療法人社団　聖和会横田　英浩 平18. 5. 1内   呼   胃  診療所
     青医345 横浜市青葉区松風台１３－５ライ常　勤:    1　理事長　横田　英浩 組織変更 循   現存
     ムライト松風台３　１階－１室 (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479370,347.7 伊東整形外科 〒225-0002 045-909-2003伊東　祐一 伊東　祐一 平18. 9. 1整外 リハ 診療所
     青医347 横浜市青葉区美しが丘１－４－３常　勤:    1 新規 現存
     たまプラーザメディカルセンター(医       1) 平24. 9. 1
     ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480370,350.1 牛島耳鼻咽喉科医院 〒225-0002 045-901-1300牛島　勝郎 牛島　勝郎 平18.10. 1耳い 診療所
     青医350 横浜市青葉区美しが丘１－４－３常　勤:    1 組織変更 現存
     －２０２ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2481370,351.9 内野医院 〒225-0024 045-971-1048内野　大輔 内野　大輔 平18.10. 1内   消   診療所
     青医351 横浜市青葉区市ケ尾町３３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482370,352.7 市ヶ尾カリヨン病院 〒225-0024 045-511-7811社会福祉法人　中川徳河合　敬雄 平21. 9. 7一般       120病院
     青医352 横浜市青葉区市ケ尾町２３－１ 常　勤:    7生会　理事長　髙橋　 移動 外   脳外 整外現存
     (医       6)栄治郎 平21. 9. 7内   リハ ひ  
     (歯       1) 麻   形外 呼内
     非常勤:    4 消外　乳外　消
     (医       4) 内　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483370,354.3 地域療育センターあお〒225-0022 045-978-5112社会福祉法人　十愛療石塚　丈広 平19. 2. 1リハ 小   耳い診療所
     青医354 ば診療所 横浜市青葉区黒須田３４－１ 常　勤:    1育会　理事長　岸本　 新規 精   現存
     (医       1)孝男 平25. 2. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484370,357.6 とくうえ内科クリニッ〒225-0003 045-910-0115德植　秀樹 德植　秀樹 平19. 4. 1内   消   循  診療所
     青医357 ク 横浜市青葉区新石川３－１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ６　ＴＭＩビル２０２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485370,360.0 あおば皮ふ科 〒225-0005 045-905-1666医療法人社団　あおば湧川　基史 平19. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     青医360 横浜市青葉区荏子田３－１－１青常　勤:    1会　理事長　湧川　基 組織変更 現存
     葉福祉援助会ビル１Ｆ (医       1)史 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486370,361.8 徳岡クリニック 〒225-0013 045-911-6000徳岡　伸一 徳岡　伸一 平19. 4. 1内   小   診療所
     青医361 横浜市青葉区荏田町４７７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487370,364.2 医療法人社団　吉田会〒225-0024 045-972-7711医療法人社団　吉田会 田　秀樹 平19. 5. 1内   消   循  診療所
     青医364 　吉田内科クリニック横浜市青葉区市ヶ尾町１０７５－常　勤:    1　理事長　 田　秀樹 組織変更 リハ 小   アレ現存
     １ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488370,365.9 宮本内科循環器科クリ〒227-0047 045-978-5052医療法人　啓佑会　理宮本　憲雄 平19. 5. 1内   循   呼  診療所
     青医365 ニック 横浜市青葉区みたけ台３－１８パ常　勤:    1事長　宮本　憲雄 組織変更 現存
     ルコートイイダ１０１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489370,366.7 医療法人社団　清恩会〒227-0055 045-981-4122医療法人社団　清恩会陳　志堂 平19. 5. 1眼   診療所
     青医366 　あおば眼科 横浜市青葉区つつじが丘２４－２常　勤:    1　理事長　陳　志堂 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2490370,367.5 ホワイトレディースク〒225-0001 045-905-1181医療法人　ヒーリング白須　宣彦 平19. 5. 1婦   ひ   診療所
     青医367 リニック 横浜市青葉区美しが丘西２－６－常　勤:    1ハート　理事長　白須 組織変更 現存
     ２ (医       1)　宣彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491370,368.3 やなぎ耳鼻咽喉科クリ〒225-0011 045-901-1184柳　裕一郎 柳　裕一郎 平19. 8.15耳い アレ 診療所
     青医368 ニック 横浜市青葉区あざみ野２－９－１常　勤:    1 新規 現存
     －２階 (医       1) 平25. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492370,371.7 有本小児科内科 〒225-0002 045-901-6870有本　寛 有本　寛 平19. 9. 1小   内   診療所
     青医371 横浜市青葉区美しが丘２－２０－常　勤:    2 交代 現存
     １８ドムス有本１０１ (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493370,372.5 むらたクリニック 〒225-0014 045-910-6652村田　浩克 村田　浩克 平19.10. 1ひ   内   皮  診療所
     青医372 横浜市青葉区荏田西２－１４－５常　勤:    1 新規 現存
     　荏田西第２横山ビル２０２号室(医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494370,373.3 桂台内科クリニック 〒227-0034 045-960-3877医療法人　桂台　理事藤澤　明子 平19.11. 1内   循   呼  診療所
     青医373 横浜市青葉区桂台１－２１－６　常　勤:    1長　藤澤　明子 組織変更 リハ 現存
     サンライズ田園１Ｆ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495370,374.1 新石川クリニック 〒225-0003 045-905-5266医療法人社団　髙樹会小田切　千里 平19.11.15内   消   呼  診療所
     青医374 横浜市青葉区新石川１－７－１　常　勤:    2　理事長　高安　博之 新規 現存
     グランケアあざみ野１階 (医       2) 平25.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496370,375.8 あかね台さの内科クリ〒227-0065 045-961-5007医療法人　あかね台さ佐野　哲夫 平19.12. 1内   診療所
     青医375 ニック 横浜市青葉区恩田町１７７９－１常　勤:    1の内科クリニック　理 組織変更 現存
     －１ (医       1)事長　佐野　哲夫 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497370,377.4 あかね台眼科脳神経外〒227-0065 045-961-2118医療法人　照甦会　理杉本　雅子 平20. 1. 1眼   脳外 診療所
     青医377 科クリニック 横浜市青葉区恩田町１７７７－１常　勤:    2事長　杉本　一朗 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2498370,379.0 たまプラーザこころの〒225-0003 045-915-6556吉岡　正哉 吉岡　正哉 平20. 7. 1精   心内 内  診療所
     青医379 クリニック 横浜市青葉区新石川３－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499370,382.4 カリヨンレディースク〒225-0024 045-308-6321社会福祉法人　中川徳坂口　健一郎 平20. 9. 1婦   こう 他  診療所
     青医382 リニック 横浜市青葉区市ケ尾町２５－６ 常　勤:    2生会　理事長　髙橋　 新規 休止
     (医       2)栄治郎 平26. 9. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500370,383.2 渡辺医院 〒227-0036 045-962-8126渡邊　励 渡邊　励 平20. 9. 1内   小   リウ診療所
     青医383 横浜市青葉区奈良町１６７０－４常　勤:    1 交代 他   現存
     ４ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501370,384.0 あおば江田クリニック〒225-0015 045-914-0051金子　茂樹 金子　茂樹 平20.10. 1ひ   内   診療所
     青医384 横浜市青葉区荏田北３－７－３５常　勤:    1 新規 現存
     ＳＫメディカルプラザ２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502370,388.1 たま田園心療クリニッ〒225-0002 045-509-1132大川　義則 大川　義則 平21. 2. 1精   心内 診療所
     青医388 ク 横浜市青葉区美しが丘１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     ２－２Ｆ (医       1) 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503370,392.3 あおばメンタルクリニ〒227-0062 045-511-7373市村　公一 市村　公一 平21. 4. 1心内 精   診療所
     青医392 ック 横浜市青葉区青葉台２－１１－２常　勤:    1 新規 現存
     ４セカンドエイド２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504370,394.9 耳鼻咽喉科むつみクリ〒227-0038 045-961-8781医療法人　ミリオンベ釼持　睦 平21. 5. 1耳い 診療所
     青医394 ニック 横浜市青葉区奈良１－３－２ビク常　勤:    1ル　理事長　釼持　睦 組織変更 現存
     トリア奈良１Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505370,395.6 甲斐整形外科 〒225-0011 045-903-8181医療法人　北秀会　理甲斐　秀実 平21. 5. 1整外 リハ 診療所
     青医395 横浜市青葉区あざみ野１－８－２常　勤:    1事長　甲斐　秀実 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506370,396.4 江田きむら耳鼻咽喉科〒225-0015 045-910-0204木村　優 木村　優 平21. 7. 1耳い 診療所
     青医396 横浜市青葉区荏田北３－７－３５常　勤:    1 新規 現存
     ＳＫメディカルプラザ　３Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
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 2507370,397.2 医療法人社団　三喜会〒227-0043 045-508-9161医療法人社団　三喜会母里　正敏 平21. 8.10内   診療所
     青医397 　新緑ホームケアクリ横浜市青葉区藤が丘１－３７－１常　勤:    1　理事長　藤田　力也 交代 現存
     ニック藤が丘 (医       1) 平21. 8.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508370,398.0 眼科中井医院 〒225-0002 045-905-5777医療法人社団　眼科中中井　倫子 平21.11. 1眼   診療所
     青医398 横浜市青葉区美しが丘２－１４－常　勤:    1井医院　理事長　中井 交代 現存
     ７ (医       1)　倫子 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2509370,399.8 横浜青葉脳神経外科ク〒225-0011 045-905-2272医療法人　ほたるいか古市　晋 平21.12. 1脳外 内   リハ診療所
     青医399 リニック 横浜市青葉区あざみ野１－７－１常　勤:    1　理事長　古市　晋 交代 現存
     　ゴールドワンあざみ野２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510370,400.4 ゆうきクリニック 〒227-0043 045-973-2121医療法人社団　祐和会林　祐己 平21.12. 1内   他   診療所
     青医400 横浜市青葉区藤が丘１－２４－１常　勤:    1　理事長　林　祐己 交代 現存
     ３藤が丘医療複合ビル１Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511370,401.2 元石川青葉クリニック〒225-0004 045-903-3945志賀　貢 志賀　貢 平22. 2. 9一般 診療所
     青医401 横浜市青葉区元石川町４０９４－常　勤:    1 交代     一般    19現存
     ４ (医       1) 平22. 2. 9内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512370,402.0 医療法人社団　三喜会〒225-0011 045-905-3533医療法人社団　三喜会金丸　太一 平22. 4. 1内   診療所
     青医402 　あざみ野ガーデンク横浜市青葉区あざみ野１－２３－常　勤:    1　理事長　藤田　力也 交代 現存
     リニック ６ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513370,403.8 医療法人社団　香風会〒225-0014 045-914-7111医療法人社団　香風会小阪　憲司 平22. 4. 1内   神内 精  診療所
     青医403 　メディカルケアコー横浜市青葉区荏田西３－２３－２常　勤:    1　理事長　小阪　憲司 交代 脳外 皮   現存
     トクリニック ５ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514370,404.6 乳腺クリニック　ブレ〒225-0002 045-905-2155河原　太 河原　太 平22. 5. 1他   診療所
     青医404 スティア　たまプラー横浜市青葉区美しが丘２－１９－常　勤:    1 新規 現存
     ザ ２たまプラーザパークライフビル(医       1) 平22. 5. 1
     ４Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2515370,405.3 永楽整形外科リウマチ〒225-0024 045-971-1114長谷川　潤 長谷川　潤 平22. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     青医405 科 横浜市青葉区市ケ尾町１１６９－常　勤:    1 交代 現存
     ９ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516370,406.1 きくち内科 〒225-0024 045-532-5941菊池　敏樹 菊池　敏樹 平22. 5. 1内   アレ 他  診療所
     青医406 横浜市青葉区市ケ尾町１１６７－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2517370,407.9 いまむらメディカルク〒227-0063 045-984-3053今村　博彦 今村　博彦 平22. 5. 1ひ   内   皮  診療所
     青医407 リニック 横浜市青葉区榎が丘１－５青木ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518370,409.5 医療法人社団　明日佳〒227-0062 045-984-8661医療法人社団　明日佳中山　英己 平22. 6. 1内   診療所
     青医409 　明日佳クリニック青横浜市青葉区青葉台１－３－９コ非常勤:    4　理事長　島谷　慎二 新規 現存
     葉台 スモビル２Ｆ　Ａ－１ (医       4) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519370,411.1 橋本内科・循環器クリ〒225-0011 045-905-2530橋本　信行 橋本　信行 平22.10. 1内   他   診療所
     青医411 ニック 横浜市青葉区あざみ野２－３０　常　勤:    1 新規 現存
     あざみ野三規庭２Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520370,412.9 たまプラーザテラス　〒225-8535 045-482-3215椋本　茂裕 椋本　茂裕 平22.10. 1眼   診療所
     青医412 むくもと眼科 横浜市青葉区美しが丘１－１－２常　勤:    2 新規 現存
     　たまプラーザテラスゲートプラ(医       2) 平22.10. 1
     ザ２Ｆ 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521370,413.7 みみ・はな・のど　は〒227-0062 045-989-1187羽田　達正 羽田　達正 平22.10. 1耳い 診療所
     青医413 ねだ耳鼻咽喉科 横浜市青葉区青葉台２－５－１１常　勤:    1 新規 現存
     　ケンシュウ第７ビル２Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522370,414.5 もりの緑メンタルクリ〒225-0003 045-482-5222加藤　邦夫 加藤　邦夫 平22.11. 1精   心内 診療所
     青医414 ニック 横浜市青葉区新石川３－１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523370,415.2 ワキタ産婦人科 〒227-0043 045-973-7081医療法人　うふ　理事脇田　哲矢 平22.12. 1一般         5診療所
     青医415 横浜市青葉区藤が丘２－６－１ 常　勤:    2長　脇田　哲矢 交代 産婦 現存
     (医       2) 平22.12. 1
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 2524370,416.0 医療法人社団　一宥会〒227-0063 045-989-1800医療法人社団　一宥会南　健一 平22.12. 1精   心内 他  診療所
     青医416 　青葉台みなみクリニ横浜市青葉区榎が丘１－６　第２常　勤:    1　理事長　南　健一 交代 現存
     ック 森野ビル７Ｆ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2525370,418.6 あざみ野ヘルスクリニ〒225-0003 045-482-6441弘田　明成 弘田　明成 平23. 1. 1内   他   診療所
     青医418 ック 横浜市青葉区新石川１－８－１　常　勤:    1 新規 現存
     あざみ野イースタンビル２０１・(医       1) 平23. 1. 1
     ２０２ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526370,419.4 いとう横浜クリニック〒225-0002 045-902-9201医療法人社団　けいし伊藤　桂 平23. 1. 1内   脳外 診療所
     青医419 横浜市青葉区美しが丘２－１７－常　勤:    2ん会　理事長　伊藤　 交代 現存
     ２　トーストたまプラーザ１Ｆ (医       2)桂 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527370,421.0 医療法人社団　恵明早〒227-0043 045-979-0117医療法人社団　恵明早池田　忠明 平22.12.30他   診療所
     青医421 蕨会　イケ忠診療部ｉ横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    1蕨会　理事長　池田　 交代 現存
     ｎ藤が丘 １　シーズレフィネビル２Ｆ (医       1)忠明 平22.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528370,425.1 あざみ野耳鼻咽喉科 〒225-0011 045-901-5855山口　太郎 山口　太郎 平24. 1.23耳い 他   診療所
     青医425 横浜市青葉区あざみ野２－１３－常　勤:    2 移動 現存
     ５レユールあざみ野　１Ｆ (医       2) 平24. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529370,426.9 小川眼科青葉台 〒227-0062 045-985-8200医療法人社団　泰薫会小川　薫 平23. 5. 1眼   他   診療所
     青医426 横浜市青葉区青葉台１－７－４　常　勤:    1　理事長　小川　泰典 交代 現存
     青葉台東急スクエアＮｏｒｔｈ－(医       1) 平23. 5. 1
     １　２Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530370,427.7 青葉台ブエナヴィスタ〒227-0062 045-308-6135春山　春枝 春山　春枝 平23. 7. 1内   放   他  診療所
     青医427 クリニック 横浜市青葉区青葉台２－８－２０常　勤:    1 交代 現存
     　パルテ青葉台３Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531370,430.1 若草台内科眼科外科ク〒227-0045 045-960-3301諏佐　典生 諏佐　典生 平23. 9. 1内   眼   外  診療所
     青医430 リニック 横浜市青葉区若草台４－１６ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2532370,431.9 佐川耳鼻咽喉科医院 〒227-0062 045-982-2266佐川　充 佐川　充 平23. 8. 1耳い 気食 小  診療所
     青医431 横浜市青葉区青葉台２－３５－４常　勤:    1 交代 アレ 現存
     ３ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533370,432.7 もみの木台クリニック〒225-0026 045-905-2022髙橋　和夫 髙橋　和夫 平23.10. 1内   他   診療所
     青医432 横浜市青葉区もみの木台１３－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534370,433.5 まゆみ内科クリニック〒225-0013 045-914-8828田中　真弓 田中　真弓 平23.10. 1内   アレ 他  診療所
     青医433 横浜市青葉区荏田町２３４－１－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535370,435.0 メディカルクリニック〒225-0022 045-978-0455医療法人社団　康悦会張　彦彬 平23.11. 1アレ 他   診療所
     青医435 あざみ野 横浜市青葉区黒須田３３－５タウ常　勤:    1　理事長　張　彦彬 交代 現存
     ンコートあざみ野１Ｆ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536370,436.8 あらおクリニック 〒227-0054 045-983-4112荒尾　直樹 荒尾　直樹 平24. 1. 1形外 皮   診療所
     青医436 横浜市青葉区しらとり台１－７ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ァンテアンビル　１Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537370,437.6 青葉台駅前眼科 〒227-0062 045-988-5312土屋　櫻 土屋　櫻 平24. 1. 1眼   診療所
     青医437 横浜市青葉区青葉台１－６－１３常　勤:    1 交代 現存
     　ケントロンビル２Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538370,438.4 よしむら内科クリニッ〒225-0005 045-902-1121 村　祐一 村　祐一 平24. 2. 1内   他   診療所
     青医438 ク 横浜市青葉区荏子田１－３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539370,439.2 うしく整形外科クリニ〒225-0002 045-904-6937医療法人社団　慶忠会牛久　尚彦 平24. 1. 1整外 リハ 診療所
     青医439 ック 横浜市青葉区美しが丘１－１３－常　勤:    1　理事長　牛久　尚彦 交代 現存
     １　１Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2540370,440.0 梅の木眼科医院 〒225-0024 045-972-4911医療法人　如月会　理加藤　道子 平24. 2. 1眼   診療所
     青医440 横浜市青葉区市ヶ尾町１１６８－常　勤:    1事長　加藤　道子 交代 現存
     １カーサウチノ１Ｆ (医       1) 平24. 2. 1
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 2541370,441.8 ふるた内科小児科クリ〒225-0025 045-979-1301医療法人　薫花会　理古田　薫 平24. 5. 1内   小   診療所
     青医441 ニック 横浜市青葉区鉄町５７－１ 常　勤:    1事長　古田　薫 交代 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542370,442.6 医療法人社団　善仁会〒225-0002 045-902-6556医療法人社団善仁会　一之瀬　方由利 平24.10. 1他   診療所
     青医442 　たまプラーザ腎クリ横浜市青葉区美しが丘１－６－５常　勤:    1理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ニック コメールビル１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543370,444.2 医療法人社団武田クリ〒225-0012 045-509-1024医療法人社団　武田ク杉沢　勇人 平24.11. 1内   他   診療所
     青医444 ニック　あざみ野坂の横浜市青葉区あざみ野南２－１４常　勤:    1リニック　理事長　武 新規 現存
     上クリニック －４ (医       1)田　浩 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544370,445.9 市が尾ペインクリニッ〒225-0024 045-978-6678木村　崇 木村　崇 平24.12. 1内   麻   他  診療所
     青医445 ク内科 横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－常　勤:    1 新規 現存
     ３ヴェルドミール２０１ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545370,446.7 白鳥整形外科 〒227-0062 045-982-7090医療法人社団親裕会　白鳥　裕之 平24.12. 1整外 リハ 診療所
     青医446 横浜市青葉区青葉台２－９－１０常　勤:    1理事長　白鳥　裕之 交代 現存
     第３フジモトビル３Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546370,447.5 あおば胃腸内科クリニ〒227-0054 045-982-5080医療法人芳明会　理事三芳　端 平24.12. 1内   外   他  診療所
     青医447 ック 横浜市青葉区しらとり台２－１０常　勤:    1長　三芳　端 交代 現存
     フジカビル１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547370,448.3 たまプラーザ南口胃腸〒225-0003 045-914-7666医療法人ハートアンド平島　徹朗 平24.12. 1他   診療所
     青医448 内科クリニック 横浜市青葉区新石川３－１４－１常　勤:    1オンリー　理事長　平 交代 現存
     ２　キッズビーンズ　１－Ａ号 (医       1)島　徹朗 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548370,449.1 あおば半沢クリニック〒227-0062 045-988-5560半澤　明石 半澤　明石 平25. 2. 1精   心内 診療所
     青医449 横浜市青葉区青葉台２－２－１８常　勤:    1 新規 現存
     青葉台コーポ２０３ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2549370,451.7 あざみ野駅前クリニッ〒225-0011 045-905-5230志村　容生 志村　容生 平26. 4.23内   診療所
     青医451 ク 横浜市青葉区あざみ野１－３－３常　勤:    2 移動 循内　人透内 現存
     －１Ｆ (医       2) 平26. 4.23
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550370,452.5 テラス内科クリニック〒225-8530 045-910-1170出原　和彦 出原　和彦 平25. 3. 1内   他   診療所
     青医452 横浜市青葉区新石川２－１－１５常　勤:    1 新規 現存
     たまプラーザテラス　リンクプラ(医       1) 平25. 3. 1
     ザ３Ｆ
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 2551370,454.1 潤レディースクリニッ〒225-0011 045-909-6100渡邊　潤一郎 渡邊　潤一郎 平25. 4. 1婦   診療所
     青医454 ク 横浜市青葉区あざみ野１－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ゴールドワンあざみ野３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552370,455.8 青葉台脳神経外科・内〒227-0054 045-988-7111倉田　彰 倉田　彰 平25. 5. 1脳外 内   皮  診療所
     青医455 科 横浜市青葉区しらとり台１－１０常　勤:    1 新規 形外 現存
     岡部ビル１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553370,456.6 藤が丘ライフクリニッ〒227-0051 045-979-5580林　昭太 林　昭太 平25. 5. 1内   診療所
     青医456 ク 横浜市青葉区千草台３８－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554370,457.4 ひろた内科クリニック〒225-0002 045-905-2401医療法人社団一期一会廣田　浩一 平25. 5. 1内   リウ アレ診療所
     青医457 横浜市青葉区美しが丘１－２３－常　勤:    1　理事長　廣田　浩一 交代 他   現存
     １ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555370,458.2 医療法人社団　広瀬整〒225-0015 045-910-0711医療法人社団広瀬整形広瀬　勲 平25. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     青医458 形外科リウマチ科 横浜市青葉区荏田北１－２－１　常　勤:    1外科リウマチ科　理事 交代 現存
     ｐｌａｔｆｏｒｍ１０２ (医       1)長　廣瀬　勲 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556370,459.0 医療法人社団水聖会　〒225-0003 045-910-2341医療法人社団水聖会　山口　貴代 平25. 8. 1放   内   診療所
     青医459 メディカルスキャニン横浜市青葉区新石川２－１－１５常　勤:    1理事長　上松瀬　勝男 交代 現存
     グたまプラーザクリニたまプラーザテラスリンクプラザ(医       1) 平25. 8. 1
     ック ３Ｆ 非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557370,460.8 おひさまクリニック　〒227-0034 045-960-3338医療法人おひさま会　前納　崇弘 平25.10. 1内   診療所
     青医460 青葉台 横浜市青葉区桂台２－４０－２４常　勤:    2理事長　山口　高秀 新規 現存
     (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558371,000.1 山本皮フ科クリニック〒225-0003 045-910-5033医療法人社団ＳＵＮＲ山本　向三 平25.11. 1皮   アレ 診療所
     青医1000 横浜市青葉区新石川３－１５－１常　勤:    1ＩＳＥ　理事長　山本 交代 現存
     ６　ＴＭＩビルＢ１Ｆ (医       1)　向三 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2559371,001.9 横浜まちだクリニック〒227-0064 045-988-6001医療法人社団愛英会　渡辺　英靖 平25.12. 1リハ 内   整外診療所
     青医1001 横浜市青葉区田奈町４３－２アー常　勤:    1理事長　渡辺　英靖 交代 現存
     バンハイツ土志田２Ｆ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560371,002.7 医療法人社団ヒルデモ〒227-0062 045-982-2150医療法人社団ヒルデモ吉澤　康男 平26. 1. 1内   診療所
     青医1002 ア　クリニック医庵　横浜市青葉区青葉台２－３０－２常　勤:    1ア　理事長　吉澤　康 新規 現存
     青葉台 (医       1)男 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561371,003.5 おおぎや整形外科 〒227-0043 045-978-5252医療法人昌真会　理事扇谷　浩文 平25.12. 1整外 リハ 診療所
     青医1003 横浜市青葉区藤が丘１－２８－２常　勤:    1長　扇谷　浩文 交代 小整外 現存
     ０ファミーユ２Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562371,004.3 青葉ひろクリニック 〒225-0011 045-905-1381澤井　博典 澤井　博典 平26. 3. 1内   診療所
     青医1004 横浜市青葉区あざみ野１－１０－常　勤:    1 新規 消内 現存
     ７カーサヴィータ　１Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563371,005.0 医療法人社団咲月会　〒227-0038 045-960-5810医療法人社団咲月会　立田　秀生 平26. 4. 1内   呼内 診療所
     青医1005 サンメディカルクリニ横浜市青葉区奈良４－６－１５わ常　勤:    1理事長　小口　朝彦 新規 循内 現存
     ック青葉 かたけの杜クリニック棟 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564371,006.8 えだ皮膚科クリニック〒225-0015 045-914-7472医療法人紬　理事長　上西　香子 平26. 3. 1皮   診療所
     青医1006 横浜市青葉区荏田北１－２－１ｐ常　勤:    1上西　香子 交代 現存
     ｌａｔｆｏｒｍ１０３ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565371,007.6 漢方クリニック市ケ尾〒225-0024 045-530-0381周　立民（布施修） 周　立民（布施修） 平26. 5. 1内   アレ 診療所
     青医1007 横浜市青葉区市ケ尾町１０５５－常　勤:    1 新規 漢内 現存
     ２４ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566371,008.4 ありがクリニック 〒225-0014 045-482-4258有我　隆光 有我　隆光 平26. 6. 1外   診療所
     青医1008 横浜市青葉区荏田西５－７－１１常　勤:    1 新規 消内 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567371,009.2 伊豆美レディスクリニ〒225-0003 045-915-7123医療法人ＩＬＣ　理事坂本　伊豆美 平26. 5. 1産婦 診療所
     青医1009 ック 横浜市青葉区新石川３－１４－１常　勤:    1長　坂本　伊豆美 交代 女内　漢内　乳現存
     ドレッセたまプラーザ (医       1) 平26. 5. 1内
     非常勤:    3
     (医       3)
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 2568371,010.0 医療法人社団八千代　〒227-0062 045-983-4117医療法人社団八千代　岩本　和矢 平26. 6. 1内   皮   ひ  診療所
     青医1010 田園クリニック 横浜市青葉区青葉台２－１０－２常　勤:    1理事長　岩本　和矢 交代 現存
     ０第二志田ビル４Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569371,011.8 清水内科医院 〒227-0062 045-981-7231医療法人社団　康心会清水　信行 平26. 6. 1内   診療所
     青医1011 横浜市青葉区青葉台１－２８－２常　勤:    1　理事長　清水　信行 交代 循内 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570371,012.6 産婦人科クリニックさ〒225-0003 045-911-9936医療法人産婦人科クリ櫻井　明弘 平26. 7. 1産婦 診療所
     青医1012 くら 横浜市青葉区新石川３－１５－１常　勤:    1ニックさくら　理事長 交代 現存
     ６ＴＭＩビル２０１ (医       1)　櫻井　明弘 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571371,013.4 はまだこどもクリニッ〒225-0003 045-507-3343濱田　久光 濱田　久光 平26. 9. 1小   診療所
     青医1013 ク 横浜市青葉区新石川３－１５－９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572380,001.8 古賀医院 〒224-0053 045-941-4754古賀　長幸 古賀　長幸 昭41. 4.15消   外   診療所
     都医1 横浜市都筑区池辺町３１３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573380,005.9 松本外科胃腸科 〒224-0013 045-592-1721松本　國光 松本　國光 昭50. 4. 1内   胃   外  診療所
     都医5 横浜市都筑区すみれが丘２５－２常　勤:    1 整外 現存
     ７ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574380,010.9 片山クリニック 〒224-0006 045-941-6663片山　圭男 片山　圭男 昭58.11. 1一般        11診療所
     都医10 横浜市都筑区荏田東３－６－４ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575380,011.7 弘中内科小児科 〒224-0006 045-941-6556弘中　太郎 弘中　太郎 昭58.12.15内   小   胃  診療所
     都医11 横浜市都筑区荏田東３－６－７ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576380,014.1 山本記念病院 〒224-0024 045-593-2211医療法人社団山本記念森下　哲也 昭63. 2. 1一般        49病院
     都医14 横浜市都筑区東山田町１５５２ 常　勤:   10会　理事長　山本　百 療養        82現存
     (医      10)合子 平24. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   10 皮   形外 神内
     (医      10) 放   リハ ひ  
     精   心内 
     消内　消外　大
     腸外　肛外　循
     内
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 2577380,016.6 川和クリニック 〒224-0057 045-934-1114医療法人社団川和クリ大島　道一 平元. 8. 1内   外   診療所
     都医16 横浜市都筑区川和町９９５ 常　勤:    1ニック　理事長　大島 現存
     (医       1)　道一 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578380,020.8 岸胃腸科外科 〒224-0026 045-592-6246医療法人社団岸胃腸科岸　利昭 昭 2. 8. 1一般         1診療所
     都医20 横浜市都筑区南山田町４６１４ 常　勤:    1外科　理事長　岸　利 内   胃   外  現存
     (医       1)昭 平23. 8. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579380,029.9 真田クリニック 〒224-0062 045-942-5012眞田　妙子 眞田　妙子 平22. 9.27皮   他   内  診療所
     都医29 横浜市都筑区葛が谷５－１９　プ常　勤:    2 移動 現存
     レミスト港北サウスヒルズ　１Ｆ(医       2) 平22. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580380,030.7 山口医院 〒224-0001 045-912-2188山口　了三 山口　了三 平 4. 5. 1内   神内 呼  診療所
     都医30 横浜市都筑区中川１－５－９ 常　勤:    1 胃   消   循  現存
     (医       1) 平22. 5. 1小   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581380,031.5 サイ・クリニック 〒224-0053 045-933-1887井泉　尊治 井泉　尊治 平 4. 9. 1内   消   外  診療所
     都医31 横浜市都筑区池辺町２４４３－１常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582380,035.6 佐々木内科医院 〒224-0037 045-941-1300佐々木　治 佐々木　治 平 5. 2.15内   消   循  診療所
     都医35 横浜市都筑区茅ヶ崎南３－１５－常　勤:    1 小   現存
     ７ウィスタリアコ－ト１０１ (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583380,036.4 医療法人社団聡和会　〒224-0037 045-942-6663医療法人社団聡和会　中山　文義 平 5. 4. 1内   診療所
     都医36 第２荏田クリニック 横浜市都筑区茅ヶ崎南２－５－３常　勤:    1理事長　高橋　淳子 現存
     １ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584380,037.2 田﨑医院 〒224-0035 045-592-8970田﨑　博也 田﨑　博也 平 5. 4.15内   消   外  診療所
     都医37 横浜市都筑区新栄町１４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585380,039.8 医療法人社団　三井会〒224-0033 045-942-5132医療法人社団　三井会西　晴子 平25.12. 1一般        19診療所
     都医39 　横浜つづき腎クリニ横浜市都筑区茅ケ崎東４－７－４常　勤:    1　理事長　三井　久男 移動 内   現存
     ック (医       1) 平25.12. 1腎内
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2586380,040.6 斉木クリニック 〒224-0065 045-941-0082医療法人社団　斉木ク齊木　和夫 平 5.11. 1内   小   診療所
     都医40 横浜市都筑区高山１－４５ 常　勤:    1リニック　理事長　齊 現存
     (医       1)木　和夫 平23.11. 1
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 2587380,052.1 大山クリニック 〒224-0037 045-941-7171医療法人　大山クリニ大山　学 平 7. 2. 1小   内   診療所
     都医52 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－１－１常　勤:    1ック　理事長　大山　 組織変更 現存
     ０ (医       1)学 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588380,053.9 サクラクリニック 〒224-0041 045-942-1944森　義人 森　義人 平 8. 4. 1皮   形外 ひ  診療所
     都医53 横浜市都筑区仲町台１－７－１２ 移動 内   循   現存
     平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589380,056.2 都筑区休日急患診療所〒224-0015 045-911-0088一般社団法人横浜市都大山　学 平 7. 6. 1内   小   診療所
     都医56 横浜市都筑区牛久保西１－２３－常　勤:    1筑区医師会　会長　水 新規 現存
     ４ (医       1)野　恭一 平22. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590380,057.0 仲町台耳鼻咽喉科 〒224-0041 045-941-3229渡辺　英男 渡辺　英男 平 7. 6.15耳い 診療所
     都医57 横浜市都筑区仲町台１ー２７ー７常　勤:    1 新規 現存
     コルティーレ仲町台２０３ (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591380,060.4 仲町台駅前眼科クリニ〒224-0041 045-942-4730上川床　優子 上川床　優子 平 7.10. 1眼   診療所
     都医60 ック 横浜市都筑区仲町台１－７－１２常　勤:    1 新規 現存
     斉藤ビル２Ｆ (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592380,064.6 木下整形外科 〒224-0006 045-941-2555木下　淳 木下　淳 平 8. 4. 1整外 リハ 形外診療所
     都医64 横浜市都筑区荏田東１－３－２３常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593380,066.1 医療法人社団　田園会〒224-0062 045-942-3939医療法人社団　田園会王　紹英 平20. 4.24内   小   診療所
     都医66 　デンエンクリニック横浜市都筑区葛が谷１０－８－１常　勤:    1　理事長　王　紹英 移動 現存
     階 (医       1) 平26. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594380,069.5 ザ・クリニック横浜 〒224-0037 045-942-2811医療法人社団　昴　理呉橋　宜宗 平 8.11. 1耳い 気食 呼  診療所
     都医69 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－１－１常　勤:    1事長　呉橋　宜宗 組織変更 眼   アレ 現存
     ０－１０３　 (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595380,070.3 林レディスクリニック〒224-0001 045-913-4103医療法人社団　慶真会林　方也 平 8.11. 1一般         2診療所
     都医70 横浜市都筑区中川１－８－１７ 常　勤:    2　理事長　林　方也 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2596380,071.1 水野クリニック 〒224-0026 045-593-4040医療法人　活人会　理水野　恭一 平 8.11. 1内   小   放  診療所
     都医71 横浜市都筑区南山田町４２５８ 常　勤:    1事長　水野　恭一 組織変更 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2597380,072.9 中川眼科 〒224-0001 045-911-1413曽雌　勉 曽雌　勉 平 8.12. 1眼   診療所
     都医72 横浜市都筑区中川１－１８－１１常　勤:    1 新規 現存
     皆川ビル２ＦＣ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598380,075.2 医療法人　常盤会　森〒224-0041 045-942-0001医療法人　常盤会　理森田　和之 平 9. 4. 1内   消   循  診療所
     都医75 田クリニック 横浜市都筑区仲町台５－７－７ボ常　勤:    2事長　森田　和之 組織変更 呼   リハ リウ現存
     ナージュ横浜２階 (医       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599380,076.0 とのうち小児科 〒224-0066 045-942-1777医療法人社団　じねん殿内　力 平 9. 4. 1小   診療所
     都医76 横浜市都筑区見花山１４－５富士常　勤:    1じゅく　とのうち小児 組織変更 現存
     見ケ丘ビル２Ｆ (医       1)科　理事長　殿内　力 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600380,079.4 第一眼科 〒224-0006 045-943-3355医療法人社団　昌明会富永　一恵 平 9. 6. 1眼   診療所
     都医79 横浜市都筑区荏田東１－３－２４常　勤:    1　理事長　富永　一恵 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601380,082.8 医療法人社団　おおく〒224-0041 045-941-2276医療法人社団　おおく大久保　直樹 平 9.12. 1小   内   診療所
     都医82 ぼ小児科 横浜市都筑区仲町台５－２－１１常　勤:    1ぼ小児科　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)久保　直樹 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602380,083.6 センター南クリニック〒224-0032 045-943-3700武田　茂 武田　茂 平10. 1.15内   小   消  診療所
     都医83 横浜市都筑区茅ヶ崎中央８－３６常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2603380,085.1 ちかかね皮膚科 〒224-0032 045-948-3212近兼　健一朗 近兼　健一朗 平10. 4.15皮   アレ 診療所
     都医85 横浜市都筑区茅ヶ崎中央２６－１常　勤:    1 新規 現存
     エクレール横浜２Ｆ (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604380,086.9 リンクスメンタルクリ〒224-0001 045-912-5851医療法人社団　一雄会武田　充弘 平10. 6. 1精   神   心内診療所
     都医86 ニック 横浜市都筑区中川１－１０－２中常　勤:    1　理事長　佐藤　節 組織変更 現存
     川センタービル３０３ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605380,087.7 センター北　ねがみク〒224-0003 045-911-7111根上　茂治 根上　茂治 平26. 7. 1整外 リウ 内  診療所
     都医87 リニック 横浜市都筑区中川中央１－３３－常　勤:    1 移動 リハ 現存
     １９ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2606380,088.5 医療法人社団　すみれ〒224-0013 045-592-0041医療法人社団　すみれ小林　格 平10. 7. 1外   内   消  診療所
     都医88 会　小林クリニック 横浜市都筑区すみれが丘３８－３常　勤:    2会　理事長　小林　格 組織変更 皮   こう リハ現存
     １ (医       2) 平22. 7. 1神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607380,093.5 山下小児科クリニック〒224-0021 045-593-9770医療法人　聖愛　理事山下　恒久 平10.11. 1小   アレ 診療所
     都医93 横浜市都筑区北山田３－１８－１常　勤:    1長　山下　恒久 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608380,094.3 海野耳鼻咽喉科 〒224-0001 045-912-2372医療法人　海野医院　海野　博之 平10.12. 1耳い 診療所
     都医94 横浜市都筑区中川１－５－１７ヒ常　勤:    1理事長　海野　博之 組織変更 現存
     ルズオカモト２０２ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609380,096.8 アーバンクリニック石〒224-0057 045-941-2121医療法人社団　アーバ石川　操 平11. 1. 1小   外   内  診療所
     都医96 川オフィス 横浜市都筑区川和町２３３８－３常　勤:    1ンクリニック　理事長 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)　石川　操 平23. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610380,097.6 荒井皮膚科クリニック〒224-0037 045-945-1112荒井　亮 荒井　亮 平11. 2. 1皮   診療所
     都医97 横浜市都筑区茅ヶ崎南３－１－６常　勤:    1 新規 現存
     ０ザ・グレース１階Ａ号室 (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611380,099.2 医療法人社団　若葉会〒224-0057 045-941-3380医療法人社団　若葉会中野　雄二 平11. 3.31一般        32病院
     都医99 　つづき病院 横浜市都筑区川和町２６７４－８常　勤:    4　理事長　中野　雄二 組織変更 療養       105現存
     ３ (医       4) 平23. 3.31内   リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612380,102.4 医療法人社団　仲町台〒224-0041 045-943-1803医療法人社団　仲町台塚原　睦亮 平11. 6. 1一般         7診療所
     都医102 レディースクリニック横浜市都筑区仲町台３－７－２１常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　理事長　塚原　睦亮 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613380,105.7 伊東皮フ科クリニック〒224-0003 045-910-0382伊東　文行 伊東　文行 平11.11. 1皮   形外 診療所
     都医105 横浜市都筑区中川中央１－２－２常　勤:    1 新規 現存
     ローバーセンター北６Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614380,110.7 よこはま発達クリニッ〒224-0032 045-942-1077内山　登紀夫 内山　登紀夫 平12. 2. 1精   診療所
     都医110 ク 横浜市都筑区茅ケ崎中央７－７レ常　勤:    2 新規 現存
     スターテ港北２Ｆ (医       2) 平24. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2615380,112.3 港北もえぎ心療内科 〒224-0003 045-910-6091横山　雅一 横山　雅一 平17. 1. 7心内 内   神  診療所
     都医112 横浜市都筑区中川中央１－２－１常　勤:    1 移動 精   現存
     ヴァンクールセンター北３Ａ (医       1) 平23. 1. 7
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616380,114.9 みたに内科クリニック〒224-0001 045-910-0933三谷　秀樹 三谷　秀樹 平12. 4.15内   他   診療所
     都医114 横浜市都筑区中川１－１４－１０常　勤:    1 新規 現存
     オールメンビル１Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617380,116.4 すなが皮フ科 〒224-0041 045-949-2801須永　知子 須永　知子 平12. 7. 1皮   診療所
     都医116 横浜市都筑区仲町台１－３３－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ステイツ仲町台１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618380,118.0 バンビーナ小児科 〒224-0021 045-593-0110医療法人　バンビーナ 砂野　仁 平26. 9. 1小   アレ 内  診療所
     都医118 横浜市都筑区北山田２－１７－２常　勤:    1小児科　理事長　 砂 移動 皮   現存
     (医       1)野　仁 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619380,121.4 仲町台さいとう整形外〒224-0041 045-942-8206医療法人社団　仲町台齋藤　清人 平13. 1. 1整外 診療所
     都医121 科 横浜市都筑区仲町台１－３４－３常　勤:    1さいとう整形外科　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　齋藤　清人 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620380,122.2 皮フ科小久保医院 〒224-0004 045-949-6551小久保　純 小久保　純 平13. 2. 1皮   診療所
     都医122 横浜市都筑区荏田東４－８－５プ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ都筑２Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621380,123.0 和久井ペインクリニッ〒224-0003 045-914-7466和久井　宣秀 和久井　宣秀 平13. 2.15麻   診療所
     都医123 ク 横浜市都筑区中川中央１－３４－常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｓ＆Ｅわくいビル２Ｆ (医       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2622380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 045-949-7000学校法人　昭和大学　世良田　和幸 平17. 8. 8一般       597地域支援
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１常　勤:  275理事長　小口　勝司 その他 精神        92病院
     都医125 (医     269) 平23. 8. 8 現存
     (歯       6)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623380,126.3 医療法人社団　横浜育〒224-0024 045-595-0030医療法人社団　横浜育黒沼　純一 平13. 4. 1一般        14診療所
     都医126 明会　都筑シニアセン横浜市都筑区東山田町１３５７ 常　勤:    3明会　理事長　佐原　 新規 内   外   整外現存
     ター併設クリニック (医       3)幹夫 平25. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2624380,127.1 浜﨑眼科医院 〒224-0034 045-949-4222濵﨑　健太 濵﨑　健太 平13. 5. 1眼   診療所
     都医127 横浜市都筑区勝田町１２９８－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625380,128.9 林クリニック 〒224-0057 045-929-1198林　嘉繁 林　嘉繁 平13. 5. 1内   胃   循  診療所
     都医128 横浜市都筑区川和町１０４ 常　勤:    1 新規 呼   外   こう現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626380,132.1 本間ウイメンズクリニ〒224-0014 045-591-4103医療法人　本間会　理本間　壽彦 平13. 6. 1一般         9診療所
     都医132 ック 横浜市都筑区牛久保東２－８－４常　勤:    1事長　本間　壽彦 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627380,136.2 野沢整形外科 〒224-0057 045-938-7863野澤　隆人 野澤　隆人 平13.12. 1整外 リハ リウ診療所
     都医136 横浜市都筑区川和町１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628380,137.0 センター北伊藤内科 〒224-0003 045-910-1108医療法人センター北伊伊藤　正吾 平13.12. 1内   アレ リウ診療所
     都医137 横浜市都筑区中川中央１－３９－常　勤:    1藤内科　理事長　伊藤 組織変更 呼   消   循  現存
     ２９グレイスマンション２０７ (医       1)　正吾 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629380,141.2 松浦内科 〒224-0021 045-593-1166医療法人社団創光会　松浦　秀光 平16. 9. 1呼   内   消  診療所
     都医141 横浜市都筑区北山田１－７－１ソ常　勤:    1理事長　松浦　秀光 移動 小   循   現存
     ニックス１７１　１Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630380,142.0 大野クリニック 〒224-0007 045-942-7771医療法人社団　大野ク大野　勝之 平14. 4. 1内   他   診療所
     都医142 横浜市都筑区荏田南５－１－１８常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     －１０２ (医       1)野　勝之 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631380,143.8 都筑メディカルクリニ〒224-0007 045-943-8801医療法人社団　百有会斉藤　正峰 平14. 4. 1小   内   診療所
     都医143 ック 横浜市都筑区荏田南１－１２－１常　勤:    1　理事長　斉藤　正峰 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2632380,144.6 なかまちだい　おたべ〒224-0041 045-949-0830医療法人社団　裕真会小田部　裕之 平14. 4. 1小   アレ 診療所
     都医144 小児科クリニック 横浜市都筑区仲町台１－９－８プ常　勤:    1　理事長　小田部　裕 組織変更 現存
     リーマ仲町台１Ｆ (医       1)之 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633380,145.3 松井クリニック 〒224-0034 045-591-2655医療法人　松井会　理松井　潔 平14. 4. 1内   整外 形外診療所
     都医145 横浜市都筑区勝田町３２４－３ 常　勤:    2事長　松井　潔 組織変更 小   皮   美外現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2634380,146.1 ひぐち小児科医院 〒224-0003 045-910-3535医療法人　薫桐会　理樋口　薫 平14. 5. 1小   アレ リウ診療所
     都医146 横浜市都筑区中川中央１－３９－常　勤:    1事長　樋口　薫 組織変更 現存
     ４マイキャッスルセンター北Ⅱ　(医       1) 平26. 5. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635380,147.9 ほしの小児クリニック〒224-0001 045-910-3303医療法人桂慈会ほしの星野　千代江 平14. 5. 1小   アレ 内  診療所
     都医147 横浜市都筑区中川１－１９－１ 常　勤:    1小児クリニック　理事 組織変更 消   現存
     (医       1)長　星野　千代江 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636380,148.7 港北メディカルクリニ〒224-0027 045-595-2660医療法人社団　凰和会荒田　慎寿 平21. 1. 1一般        19診療所
     都医148 ック 横浜市都筑区大棚町３００１－８常　勤:    3　理事長　高山　和久 移動 内   小   精  現存
     (医       3) 平21. 1. 1他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637380,150.3 東山田クリニック 〒224-0024 045-591-4273柳川　明 柳川　明 平15. 3. 1内   リウ 消  診療所
     都医150 横浜市都筑区東山田町２８１ 常　勤:    1 新規 循   リハ 小  現存
     (医       1) 平21. 3. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638380,151.1 港北肛門クリニック 〒224-0002 045-910-0770山腰　英紀 山腰　英紀 平15. 4. 1一般        19診療所
     都医151 横浜市都筑区中川８－１１－１５常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639380,152.9 医療法人社団朝菊会　〒224-0053 045-941-1118医療法人社団朝菊会　奥村　 彦 平15. 4. 1内   消   こう診療所
     都医152 クリニック池辺 横浜市都筑区池辺町２２１８ 常　勤:    1理事長　坂本道男 新規 リハ 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640380,154.5 内科・消化器科林医院〒224-0034 045-942-3302林　毅 林　毅 平15. 4.15内   消   皮  診療所
     都医154 横浜市都筑区勝田町１２９７ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641380,156.0 まきもとメンタルクリ〒224-0032 045-949-1222牧本　康文 牧本　康文 平15. 5. 1神   心内 精  診療所
     都医156 ニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３森ビル４０１号 (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642380,159.4 小川メディカルクリニ〒224-0007 045-943-6566小川　憲章 小川　憲章 平15. 5.15消   内   外  診療所
     都医159 ック 横浜市都筑区荏田南３－３７－１常　勤:    1 新規 こう 現存
     ５横浜青葉クリニックセンター２(医       1) 平21. 5.15
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2643380,160.2 深見耳鼻咽喉科 〒224-0029 045-595-0560医療法人Ｔｏｍｔｅ　深見　雅也 平15. 5. 1耳い 診療所
     都医160 横浜市都筑区南山田２－１８－２常　勤:    1理事長　深見　雅也 組織変更 現存
     －２Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644380,161.0 葛が谷整形外科 〒224-0062 045-943-3521真野　道規 真野　道規 平15. 6. 1整外 リハ 診療所
     都医161 横浜市都筑区葛が谷４－１４ベル常　勤:    1 新規 現存
     デ・セゾン１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645380,162.8 南山田クリニック 〒224-0029 045-590-5766医療法人　祐弘会　理奥村　輝 平15. 6. 1内   消   循  診療所
     都医162 横浜市都筑区南山田２－１８－２常　勤:    1事長　奥村　輝 組織変更 外   整外 小外現存
     －１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1リハ 小   こう
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646380,163.6 えんどう整形外科 〒224-0032 045-944-1155遠藤　利彦 遠藤　利彦 平15. 6.15整外 リハ 形外診療所
     都医163 横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－１常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平21. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647380,165.1 シティクリニック 〒224-0032 045-345-0055五十嵐　力 五十嵐　力 平21.12. 1内   小   他  診療所
     都医165 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1 移動 現存
     ０ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648380,166.9 葛が谷つばさクリニッ〒224-0062 045-945-2772医療法人つばさ会　理長田　展明 平15. 9. 1内   外   小  診療所
     都医166 ク 横浜市都筑区葛が谷４－１４ 常　勤:    1事長　山本　芳子 新規 消   呼   アレ現存
     (医       1) 平21. 9. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649380,169.3 しんぼこどものクリニ〒224-0001 045-913-0501新保　敏和 新保　敏和 平15.11. 1小   アレ 診療所
     都医169 ック 横浜市都筑区中川１－１０－３３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650380,170.1 上林クリニック 〒224-0001 045-912-0136医療法人仁徳会　理事上林　正治 平15.11. 1内   外   胃  診療所
     都医170 横浜市都筑区中川１－１５－８グ常　勤:    1長　上林　正勝 組織変更 整外 循   現存
     ランデュール中川２Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2651380,173.5 医療法人社団玉喜会　〒224-0001 045-913-5062医療法人社団玉喜会　出口　久次 平15.12. 1胃   内   外  診療所
     都医173 つづき胃腸科クリニッ横浜市都筑区中川１－２０－１８常　勤:    1理事長　出口　久次 組織変更 こう ひ   現存
     ク －２０４ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652380,174.3 都筑耳鼻咽喉科クリニ〒224-0012 045-910-3516医療法人社団日々希会板橋　隆嗣 平15.12. 1耳い 診療所
     都医174 ック 横浜市都筑区牛久保１－２－９メ常　勤:    1　理事長　板橋　隆嗣 組織変更 現存
     ディコーポ都筑１０２ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2653380,178.4 山崎消化器クリニック〒224-0032 045-944-3077医療法人社団山崎会　山﨑　晴市 平16. 6. 1内   消   診療所
     都医178 横浜市都筑区茅ケ崎中央２４－３常　勤:    1理事長　山﨑　晴市 組織変更 現存
     太光クリニックビル２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654380,179.2 やまざきこどもクリニ〒224-0032 045-944-3088医療法人社団山崎会　山﨑　公惠 平16. 6. 1小   診療所
     都医179 ック 横浜市都筑区茅ケ崎中央２４－３常　勤:    1理事長　山﨑　晴市 組織変更 現存
     太光クリニックビル３Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655380,184.2 横浜北クリニック 〒224-0032 045-949-2345医療法人　リファイン鈴木　啓之 平16.11. 1内   循   整外診療所
     都医184 横浜市都筑区茅ケ崎中央８－３８常　勤:    3ネット　理事長　伊藤 新規 現存
     (医       3)　龍彦 平22.11. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656380,186.7 やすこレディースクリ〒224-0032 045-948-2567医療法人社団　康知会林　康子 平16.12. 1一般 診療所
     都医186 ニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央１７－２常　勤:    1　理事長　林　康子 組織変更     一般     1現存
     ６ビクトリアセンター南２０１号(医       1) 平22.12. 1婦   産   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657380,187.5 はまだ眼科 〒224-0003 045-912-1010濱田　麻美 濱田　麻美 平17. 1. 1眼   診療所
     都医187 横浜市都筑区中川中央１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ヴァンクールセンター北３Ｂ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658380,188.3 笠井整形外科 〒224-0007 045-943-6555医療法人社団　颯和会笠井　謙和 平17. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     都医188 横浜市都筑区荏田南３－３７－１常　勤:    1　理事長　笠井　謙和 組織変更 神   現存
     ５横浜青葉クリニックセンター１(医       1) 平23. 1. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659380,189.1 木村泌尿器皮膚科 〒224-0032 045-949-3066木村　明 木村　明 平17. 4. 1ひ   診療所
     都医189 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1 新規 男皮 現存
     ベルヴィル茅ヶ崎４Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660380,192.5 センター北ヒロクリニ〒224-0003 045-910-4141医療法人社団　幸愛会岡田　浩幸 平17. 5.13皮   形外 アレ診療所
     都医192 ック 横浜市都筑区中川中央１－７－１常　勤:    1　理事長　岡田　浩幸 組織変更 現存
     センタービル４Ｆ (医       1) 平23. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2661380,194.1 Ｍ．Ｋクリニック 〒224-0012 045-910-5377長戸路　卓 長戸路　卓 平17. 6.15内   精   皮  診療所
     都医194 横浜市都筑区牛久保１－２－９メ常　勤:    1 新規 小   現存
     ディコーポ都筑２０２号 (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662380,195.8 ヒューマントラストク〒224-0006 045-948-3306医療法人社団ヒューマ鈴木　和信 平17. 6. 1内   消   外  診療所
     都医195 リニックすずき 横浜市都筑区荏田東４－８－５プ常　勤:    1ントラストクリニック 組織変更 整外 リハ こう現存
     ラザ都筑１Ｆ (医       1)すずき　理事長　鈴木 平23. 6. 1
     　和信
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 2663380,197.4 ときえだ小児科クリニ〒224-0021 045-595-4150医療法人社団　慶誠会時枝　啓介 平17.11. 1小   アレ 内  診療所
     都医197 ック 横浜市都筑区北山田１－１２－１常　勤:    1　理事長　時枝　啓介 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664380,200.6 医療法人社団　幸悠会〒224-0003 045-914-3387医療法人社団　幸悠会濱田　幸雄 平17.12. 1耳い 診療所
     都医200 　はまだ耳鼻咽喉科 横浜市都筑区中川中央１－２－１常　勤:    1　理事長　濱田　幸雄 組織変更 現存
     ヴァンクールセンター北２Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665380,204.8 横浜つづき整形外科 〒224-0003 045-910-0677伊藤　勝敏 伊藤　勝敏 平18. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     都医204 横浜市都筑区中川中央１－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666380,205.5 浜クリニック 〒224-0006 045-942-7783医療法人社団　正友会浜　正子 平18. 4. 1内   小   診療所
     都医205 横浜市都筑区荏田東４－３－１９常　勤:    1　理事長　浜　正子 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667380,207.1 山王クリニック 〒224-0053 045-934-5121医療法人　心叡会　理斎藤　雄介 平18. 4. 1内   外   整外診療所
     都医207 横浜市都筑区池辺町４０９３ 事長　斎藤　洋子 組織変更 現存
     平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668380,208.9 ひまわりレディースク〒224-0032 045-949-2212医療法人社団ソレイユ植田　啓 平26. 2. 1産婦 内   診療所
     都医208 リニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央５０－１常　勤:    1　理事長　植田　啓 移動 現存
     ７Ｃ・Ｍ　Ｐｏｒｔ８Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2669380,209.7 さねよし耳鼻咽喉科 〒224-0032 045-949-3311医療法人社団　さねよ實吉　健策 平18. 5. 1耳い 診療所
     都医209 横浜市都筑区茅ケ崎中央７－２０常　勤:    1し耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     クリアドール２Ｆ (医       1)　實吉　健策 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670380,213.9 ＣＭポートクリニック〒224-0032 045-948-3761安部　裕司 安部　裕司 平18. 8.15他   診療所
     都医213 横浜市都筑区茅ヶ崎中央５０－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ＣＭポートビル地下１Ｆ (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671380,215.4 耳鼻咽喉科　葛が谷こ〒224-0062 045-944-4187佐藤　成樹 佐藤　成樹 平18.10.15耳い 診療所
     都医215 まクリニック 横浜市都筑区葛が谷４－１４　ベ常　勤:    1 新規 現存
     ルデセゾン１０１ (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2672380,216.2 すみれが丘クリニック〒224-0013 045-592-5050医療法人　ピュア・メ美濃口　秀子 平18.11. 1内   アレ 呼  診療所
     都医216 横浜市都筑区すみれが丘６－３ 常　勤:    1ディカル・サイエンス 組織変更 小   皮   現存
     (医       1)　理事長　美濃口　秀 平24.11. 1
     非常勤:    1子
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673380,217.0 横浜港北メンタルクリ〒224-0003 045-913-7861福間　詳 福間　詳 平18.12. 1精   心内 神  診療所
     都医217 ニック 横浜市都筑区中川中央１－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １　モザイクモール港北５Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674380,218.8 ともきよ眼科 〒224-0053 045-931-3650友清　泰彦 友清　泰彦 平19. 3. 1眼   診療所
     都医218 横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    1 新規 現存
     ららぽーと横浜２階 (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675380,219.6 ただ内科 〒224-0032 045-949-5178多田　博己 多田　博己 平19. 3. 1内   循   診療所
     都医219 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1 新規 現存
     ベルヴィル茅ケ崎４Ｆ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676380,221.2 医療法人社団　都筑会〒224-0003 045-910-0234医療法人社団　都筑会佐藤　宏樹 平19. 4. 1婦   産   診療所
     都医221 　つづきレディスクリ横浜市都筑区中川中央１－２－１常　勤:    1　理事長　佐藤　宏樹 組織変更 現存
     ニック ヴァンクールセンター北４Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677380,224.6 中川駅前内科クリニッ〒224-0001 045-910-5292医療法人社団　蓬莱　粕谷　奈都子 平19. 5. 1内   循   診療所
     都医224 ク 横浜市都筑区中川１－１１－２５常　勤:    1理事長　粕谷　健司 組織変更 現存
     シーアイマンション港北中川１Ｆ(医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678380,225.3 医療法人社団　おやま〒224-0032 045-944-1313医療法人社団　おやま小山　憲 平19. 5. 1内   循   呼  診療所
     都医225 内科クリニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－１常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 アレ 現存
     　タウンスクエア２０１号室 (医       1)長　小山　憲 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679380,226.1 港北整形外科 〒224-0001 045-913-2665医療法人社団　港北整吉崎　賢一 平19. 5. 1一般        19診療所
     都医226 横浜市都筑区中川１－８－２８ 常　勤:    1形外科　理事長　吉崎 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)　賢一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680380,229.5 あいかわクリニック 〒224-0037 045-479-7046相川　真吾 相川　真吾 平19. 9. 1内   呼   診療所
     都医229 横浜市都筑区茅ケ崎南５－４－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平25. 9. 1
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 2681380,230.3 Ｒｉｔｚ　Ｃｌｉｎｉ〒224-0065 045-947-0881医療法人社団　廣風会正木　敬志 平19. 9.15整外 内   リウ診療所
     都医230 ｃ 横浜市都筑区高山１－４７　２Ｆ常　勤:    1　理事長　廣瀬　隆史 新規 他   現存
     (医       1) 平25. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682380,231.1 医療法人社団　有仁会〒224-0007 045-943-3690医療法人社団　有仁会浜屋　昌一 平19.10. 1内   皮   診療所
     都医231 　荏田南診療所 横浜市都筑区荏田南３－２９－２常　勤:    1　理事長　嶋津　義臣 新規 現存
     １ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683380,234.5 センターみなみアイク〒224-0032 045-944-6464医療法人社団　盛光会松田　裕子 平19.11. 1眼   診療所
     都医234 リニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１　常　勤:    1　理事長　宮川　達夫 組織変更 現存
     港北東急百貨店Ｓ．Ｃ４Ｆ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684380,235.2 つづきメンタルクリニ〒224-0032 045-342-9007谷川　真道 谷川　真道 平19.12. 1精   心内 診療所
     都医235 ック 横浜市都筑区茅ケ崎中央２４－４常　勤:    1 新規 現存
     第６セキビル５０１ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685380,236.0 医療法人　向日葵　セ〒224-0003 045-910-6222医療法人　向日葵　理原田　博文 平19.12. 1内   外   消  診療所
     都医236 ンター北駅前クリニッ横浜市都筑区中川中央１－２８－常　勤:    1事長　原田　博文 組織変更 循   小   アレ現存
     ク ２０　ＣＫビル２階 (医       1) 平25.12. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686380,237.8 センター北ユアクリニ〒224-0003 045-910-1313栗栖　純穗 栗栖　純穗 平19.12.15内   外   皮  診療所
     都医237 ック 横浜市都筑区中川中央１－２９－常　勤:    1 新規 現存
     ２４　アビテノール３Ｂ (医       1) 平25.12.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687380,238.6 医療法人社団　はんぷ〒224-0041 045-948-6152医療法人社団　はんぷ栗田　竜子 平20. 1. 1内   心内 神内診療所
     都医238 会　つかさクリニック横浜市都筑区仲町台１－１０－５常　勤:    1会　理事長　水野　斎 新規 精   休止
     アペックスヒルズ弐番館３０１ (医       1)司 平26. 1. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688380,240.2 聖ローザクリニック　〒224-0003 045-914-6355医療法人社団　マリア村越　康紀 平20. 3. 1産   婦   診療所
     都医240 センター北 横浜市都筑区中川中央１－２９－常　勤:    1会　理事長　長井　快 新規 現存
     ２４　３階 (医       1)舟 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   300 頁

 2689380,241.0 中川七丁目皮膚科 〒224-0001 045-912-8948山嵜　雄一郎 山嵜　雄一郎 平20. 4. 1皮   診療所
     都医241 横浜市都筑区中川７－１０－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690380,242.8 川和皮ふ科 〒224-0057 045-938-7138岩村　経子 岩村　経子 平20. 4.15皮   診療所
     都医242 横浜市都筑区川和町５１６　ディ常　勤:    1 新規 現存
     アコートＫＡＷＡＷＡ１Ｆ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691380,243.6 佐江戸内科循環器科 〒224-0054 045-350-8392笠間　正文 笠間　正文 平20. 4.15内   診療所
     都医243 横浜市都筑区佐江戸町８２３－１常　勤:    1 新規 現存
     　サンコート中山１０１ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692380,244.4 港北エヌティークリニ〒224-0021 045-593-0505医療法人　港北エヌテ井手口　浩之 平20. 5. 1脳外 神内 内  診療所
     都医244 ック 横浜市都筑区北山田１－１４－３常　勤:    1ィークリニック　理事 組織変更 放   リハ 現存
     ２ー１Ｆ (医       1)長　井手口　浩之 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693380,245.1 アイ眼科 〒224-0032 045-948-2503山下　教吉 山下　教吉 平20. 5.15眼   診療所
     都医245 横浜市都筑区茅ケ崎中央４６－１常　勤:    1 新規 現存
     ７－２Ｆ (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694380,246.9 やすらぎメンタルクリ〒224-0032 045-309-7727増田　路 増田　路 平20. 6.15精   心内 診療所
     都医246 ニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央４４－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2695380,249.3 桜並木医院 〒224-0037 045-947-1772吉家　大亮 吉家　大亮 平20. 7. 1内   外   他  診療所
     都医249 横浜市都筑区茅ケ崎南２－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696380,250.1 たちはら眼科クリニッ〒224-0021 045-595-2110立原　蘭 立原　蘭 平20.10. 1眼   診療所
     都医250 ク 横浜市都筑区北山田１－９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697380,252.7 都筑ふれあいの丘クリ〒224-0061 045-479-1170医療法人社団　山本記能見　登志恵 平20.10. 1内   麻   他  診療所
     都医252 ニック 横浜市都筑区大丸１－２－１Ｆ 常　勤:    1念会　理事長　山本　 新規 現存
     (医       1)百合子 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698380,253.5 ららぽーと横浜クリニ〒224-0053 045-929-5082医療法人社団　ＬＹＣ大西　達也 平25. 5.23内   アレ 皮  診療所
     都医253 ック 横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    1　理事長　大西　達也 移動 小   他   現存
     　ららぽーと横浜１Ｆ　１１０１(医       1) 平25. 5.23
     －５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   301 頁

 2699380,255.0 アンデュースキンケア〒224-0032 045-948-6612医療法人社団　アヴェ小澤　剛 平21. 1. 8皮   形外 診療所
     都医255 クリニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央５０－１常　勤:    1ニュー　理事長　寺島 交代 現存
     ７Ｃ・ＭＰｏｒｔ９Ｆ (医       1)　洋一 平21. 1. 8
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700380,257.6 村上皮膚科クリニック〒224-0001 045-912-0912村上　昇 村上　昇 平21. 4. 1皮   診療所
     都医257 横浜市都筑区中川１－５－１７ヒ常　勤:    1 新規 現存
     ルズ岡本２０１ (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701380,258.4 あいクリニック　内科〒224-0003 045-911-1566上野　紀子 上野　紀子 平21. 5. 1内   産婦 診療所
     都医258 ・産婦人科 横浜市都筑区中川中央１－８－７常　勤:    1 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702380,259.2 港北ハートクリニック〒224-0062 045-943-5810長橋　達郎 長橋　達郎 平21. 5. 1内   他   診療所
     都医259 横浜市都筑区葛が谷１０－３エム常　勤:    1 新規 現存
     ズヒル２Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703380,260.0 宮崎内科クリニック 〒224-0021 045-590-0389宮崎　直道 宮崎　直道 平21. 5. 1内   他   診療所
     都医260 横浜市都筑区北山田１－９－３「常　勤:    1 新規 現存
     ＥＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭ(医       1) 平21. 5. 1
     ＡＴＡ」１Ｆ－Ｄ－Ｅ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704380,261.8 村上内科クリニック 〒224-0057 045-929-0070村上　浩 村上　浩 平21. 5. 1内   小   アレ診療所
     都医261 横浜市都筑区川和町１２３６－１常　勤:    1 新規 他   現存
     ガーデンプラザ川和　ＷＥＳＴ棟(医       1) 平21. 5. 1
     １Ｆ　Ｆ１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705380,263.4 田中彰レディスクリニ〒224-0003 045-914-6560医療法人　真理恵会　田中　彰 平21. 5. 1産婦 診療所
     都医263 ック 横浜市都筑区中川中央１－３７－常　勤:    1理事長　田中　彰 組織変更 現存
     ９ＴＮＫビル２Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706380,264.2 いなば耳鼻咽喉科 〒224-0032 045-948-0016稲葉　鋭 稲葉　鋭 平21. 8. 1耳い アレ 診療所
     都医264 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1 新規 現存
     ベルヴィル茅ヶ崎　３Ｆ－Ｃ (医       1) 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707380,265.9 センター南リウマチク〒224-0032 045-941-9979橋本　明 橋本　明 平21. 9. 1リウ 診療所
     都医265 リニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央４４－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ミヨシビル３０２ (医       1) 平21. 9. 1
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 2708380,266.7 センター北眼科 〒224-0003 045-915-8779瀧野　貢 瀧野　貢 平26. 1. 1眼   診療所
     都医266 横浜市都筑区中川中央１－２９－常　勤:    1 移動 現存
     ２４－３Ａ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709380,268.3 深澤りつクリニック 〒224-0003 045-914-6330医療法人　匠光会　理深澤　立 平22. 1. 1ひ   内   他  診療所
     都医268 横浜市都筑区中川中央１－２８－常　勤:    2事長　深澤　立 交代 現存
     ２０ＣＫビル３Ｆ (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710380,269.1 医療法人　光輪会　あ〒224-0032 045-949-5066医療法人　光輪会　理加藤　健史 平22. 3. 1内   精   診療所
     都医269 おぞらクリニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央４０－３常　勤:    1事長　平山　東 新規 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711380,270.9 医療法人社団じあい会〒224-0032 045-948-3267医療法人社団じあい会板東　隆文 平22. 3. 1放   内   診療所
     都医270 　メディカルスキャニ横浜市都筑区茅ケ崎中央７－１９常　勤:    1　理事長　今村　利朗 交代 現存
     ング　センター南クリセンター南ビジネスビル２Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
     ニック 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712380,272.5 医療法人社団神星会　〒224-0032 045-948-6015医療法人社団神星会　神山　一行 平22. 6. 1リハ 内   整外診療所
     都医272 港北ニュータウン診療横浜市都筑区茅ケ崎中央１７－２常　勤:    3理事長　神山　一行 交代 現存
     所 ６　ビクトリアセンター南　３Ｆ(医       3) 平22. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713380,273.3 徳永整形外科 〒224-0021 045-590-2525徳永　祥一郎 徳永　祥一郎 平22. 7. 1整外 リハ 診療所
     都医273 横浜市都筑区北山田１－９－３Ｅ常　勤:    1 新規 現存
     ＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭＡ(医       1) 平22. 7. 1
     ＴＡ　１Ｆ（１－Ｄ－Ｂ号室）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714380,274.1 なかがわ耳鼻咽喉科 〒224-0001 045-914-3800福元　晃 福元　晃 平22. 8. 1耳い 診療所
     都医274 横浜市都筑区中川１－１９－２３常　勤:    1 新規 現存
     大久保第５ビル１Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715380,275.8 ニュータウン北眼科 〒224-0003 045-482-3334上川床　総一郎 上川床　総一郎 平22. 8. 1眼   診療所
     都医275 横浜市都筑区中川中央１－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １モザイクモール港北４Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2716380,276.6 つちや眼科クリニック〒224-0062 045-943-1108医療法人　諒生会　理土屋　優子 平22. 9. 1眼   診療所
     都医276 横浜市都筑区葛が谷１５－３０　常　勤:    1事長　土屋　款 新規 現存
     フォーレストプラザ店舗Ｅ (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717380,277.4 医療法人社団　善方会〒224-0062 045-944-0588医療法人社団　善方会倉持　雪穂 平22. 9. 1小   診療所
     都医277 　べルーガこどもクリ横浜市都筑区葛が谷１５－３０　常　勤:    1　理事長　善方　菊夫 新規 現存
     ニック フォーレストプラザ２Ｆ－Ｄ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718380,279.0 あすなろ整形外科クリ〒224-0032 045-949-1821医療法人社団　メドラ宗定　伸 平22.12. 1整外 リウ リハ診療所
     都医279 ニック 横浜市都筑区茅ヶ崎中央５１－１常　勤:    1イン　理事長　宗定　 交代 現存
     　ベルヴィル茅ヶ崎４Ｆ (医       1)伸 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719380,280.8 かずき内科中川駅前ク〒224-0001 045-914-4159佐藤　和己 佐藤　和己 平23. 1. 1内   他   診療所
     都医280 リニック 横浜市都筑区中川１－１９－２３常　勤:    1 新規 現存
     　大久保第５ビル (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720380,281.6 Ｄメンタルクリニック〒224-0032 045-949-5301田中　大輔 田中　大輔 平23. 4. 1精   心内 診療所
     都医281 横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－１常　勤:    1 新規 現存
     　タウンスクエア５Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721380,283.2 ピュアライフメディカ〒224-0032 045-949-0755柳舘　富美 柳舘　富美 平23. 5. 1ペイン内　糖内診療所
     都医283 ルクリニック 横浜市都筑区茅ケ崎中央７－１９常　勤:    1 新規 現存
     　センター南ビジネスビル３Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722380,284.0 医療法人　彰裕会　セ〒224-0032 045-948-2100医療法人　彰裕会　理北條　秀人 平23. 5. 1小   アレ 診療所
     都医284 ンター南こどもクリニ横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1事長　北條　秀人 交代 現存
     ック 　ベルヴィル茅ヶ崎３Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723380,285.7 アキコルミエール眼科〒224-0032 045-945-1113医療法人社団　暁乃会山口　暁子 平23. 5. 1眼   診療所
     都医285 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    1　理事長　山口　暁子 交代 現存
     　ベルヴィル茅ケ崎３Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724380,286.5 港北皮ふ科クリニック〒224-0021 045-590-6610医療法人並木会　理事田中　信彦 平23.11. 1皮   診療所
     都医286 横浜市都筑区北山田２－３－７　常　勤:    1長　田中　信彦 交代 現存
     ウエストスクエア１Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2725380,287.3 こどもの木クリニック〒224-0007 045-947-1888医療法人　Ｅｖａｎｇ百々　秀心 平23.12. 1小   他   診療所
     都医287 横浜市都筑区荏田南３－１－７メ常　勤:    1ｅｌｉｎｅ　理事長　 交代 現存
     ゾンドエスポワールⅡ　１Ｆ (医       1)百々　秀心 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726380,288.1 医療法人社団　桜桃会〒224-0021 045-595-3033医療法人社団　桜桃会亀田　正美 平23.12. 1小   アレ 診療所
     都医288 　はるくるキッズクリ横浜市都筑区北山田１－９－３Ｅ常　勤:    1　理事長　亀田　正美 交代 現存
     ニック ＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭＡ(医       1) 平23.12. 1
     ＴＡ　１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727380,289.9 都筑あずま内科リウマ〒224-0041 045-943-0088東　浩平 東　浩平 平24. 1. 1内   リウ アレ診療所
     都医289 チ科 横浜市都筑区仲町台２－９－１２常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728380,290.7 いしわ内科皮膚科クリ〒224-0062 045-342-7880医療法人靖和会　理事石和　直樹 平23.12.26内   皮   アレ診療所
     都医290 ニック 横浜市都筑区葛が谷８－１０都筑常　勤:    2長　石和　直樹 交代 外   他   現存
     ふれあいの丘駅前ビル３Ｆ (医       2) 平23.12.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2729380,291.5 北山田耳鼻咽喉科 〒224-0021 045-595-1187伊藤　浩一 伊藤　浩一 平24. 1. 1耳い アレ 小  診療所
     都医291 横浜市都筑区北山田１－９－３Ｅ常　勤:    1 交代 現存
     ＫＩＮＩＷＡ　ＫＩＴＡＹＡＭＡ(医       1) 平24. 1. 1
     ＴＡ　１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730380,294.9 北山田クリニック 〒224-0021 045-719-7620医療法人　ケアネット永野　篤 平24. 6. 1内   小   他  診療所
     都医294 横浜市都筑区北山田２－３－７ウ常　勤:    1　理事長　永野　篤 交代 現存
     エストスクエア (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731380,295.6 しまもと眼科 〒224-0012 045-910-5170医療法人　明澄会　理島元　理光 平24. 6. 1眼   診療所
     都医295 横浜市都筑区牛久保１－２－９メ常　勤:    1事長　島元　理光 交代 現存
     ディコーポ都筑１０１ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732380,296.4 かながわ診療所 〒224-0041 045-507-7758上笹　宙 上笹　宙 平24. 9. 1内   診療所
     都医296 横浜市都筑区仲町台１－１０－５常　勤:    1 新規 現存
     アペックスヒルズ弐番館４０１ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2733380,297.2 くまべ循環器内科クリ〒224-0041 045-948-5338医療法人くまべ循環器隈部　俊次 平24.11. 1内   他   診療所
     都医297 ニック 横浜市都筑区仲町台１－３２－１常　勤:    1内科クリニック　理事 交代 現存
     ０アーベイン仲町台１Ｆ (医       1)長　隈部　俊次 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734380,298.0 レディスクリニック　〒224-0003 045-590-5101竹内　正弥 竹内　正弥 平25. 3. 1一般        13診療所
     都医298 フォレスタヴェルデ 横浜市都筑区中川中央２－５－１常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     １ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735380,299.8 センター北診療所 〒224-0003 045-511-7522村尾　命 村尾　命 平25. 5. 7内   診療所
     都医299 横浜市都筑区中川中央１－３７－常　勤:    1 新規 糖内　腎内 現存
     １９プリムラ２Ｆ－３ (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736380,300.4 にしだファミリークリ〒224-0041 045-941-8228西田　晃 西田　晃 平25. 7.31内   産婦 皮  診療所
     都医300 ニック 横浜市都筑区仲町台１－２７－２常　勤:    1 交代 現存
     ０ (医       1) 平25. 7.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737380,301.2 おとめクリニック 〒224-0032 045-943-1103坂野　彰 坂野　彰 平25. 9. 1一般 診療所
     都医301 横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１９常　勤:    4 新規     一般    15現存
     (医       4) 平25. 9. 1産   婦   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738380,303.8 キッズクリニック鴨居〒224-0053 045-929-0085医療法人社団千歳会　久津間　弘和 平25. 9. 1小   アレ 診療所
     都医303 横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    1理事長　萩原　教文 新規 現存
     ららぽーと横浜１１０１－６室 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2739380,304.6 医療法人社団ヒルデモ〒224-0032 045-945-1125医療法人社団ヒルデモ田治　直英 平25. 9. 1内   神内 精  診療所
     都医304 ア　クリニック医庵　横浜市都筑区茅ケ崎中央４０－３常　勤:    2ア　理事長　吉澤　康 新規 現存
     センター南 (医       2)男 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740381,000.9 つづきの家　診療所 〒224-0054 045-937-6065社会福祉法人キャマラ大槻　則行 平25.12. 1一般         4診療所
     都医1000 横浜市都筑区佐江戸町５０９－６常　勤:    1ード　理事長　今岡　 新規 内   小   神内現存
     (医       1)昌恒 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741381,001.7 医療法人社団あおい会〒224-0003 045-530-3168医療法人社団あおい会杉本　啓一 平26. 3.10内   外   診療所
     都医1001 　山口台クリニック港横浜市都筑区中川中央１－３７－常　勤:    1　理事長　杉本　啓一 新規 現存
     北 １４フォンテーヌセンター北２Ｆ(医       1) 平26. 3.10
     ２０４
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 2742381,003.3 センター北ひまわり耳〒224-0003 045-911-8718医療法人社団虹の会　勝野　雅弘 平26. 5. 1耳い 診療所
     都医1003 鼻咽喉科 横浜市都筑区中川中央１－３７－常　勤:    1理事長　勝野　雅弘 交代 現存
     １４フォンテーヌセンター北２Ｆ(医       1) 平26. 5. 1
     ２０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743381,004.1 かもい女性総合クリニ〒224-0053 045-929-3700医療法人田中メディコ田中　純也 平26. 6. 1婦   内   ひ  診療所
     都医1004 ック 横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    1ファーム　理事長　田 交代 美皮 現存
     ららぽーと横浜２Ｆ／２３２ (医       1)中　純也 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744381,005.8 ふれあいの丘クリニッ〒224-0066 045-943-5665社会福祉法人ひまわり高桑　俊文 平26. 8. 1内   歯   診療所
     (383,006.4) ク 横浜市都筑区見花山１４－７フラ常　勤:    1の会　理事長　千葉　 新規 現存
     都医1005 ワーベル見花山１０５ (医       1)新也 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745551,002.9 宮前平すずらん皮ふ科〒216-0007 044-982-1217鈴木　亜希子 鈴木　亜希子 平26. 6. 1皮   アレ 形外診療所
     宮医1002 クリニック 川崎市宮前区小台２－６－６宮前常　勤:    1 新規 小皮　美皮 現存
     平メディカルモール２Ｆ－Ａ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746980,044.2 横浜市北部地域療育セ〒224-0062 045-942-3451横浜市長 小池　純子 平 6. 2. 1小   神   耳い診療所
     都医44 ンター診療所 横浜市都筑区葛が谷１６－３ 常　勤:    1 リハ 精   現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 044-233-5521川崎市長 増田　純一 昭32. 7.31一般       663病院
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 常　勤:  168 一般（感染） 現存
     川医5 (医     165) 平23. 7.31            12
     (歯       3) 精神        38
     非常勤:  111 内   リウ 精  
     (医     108) 神内 小   外  
     (歯       3) 脳外 整外 形外
     呼外 心外 皮  
     ひ   産   婦  
     眼   耳い リハ
     麻   歯   歯外
     病理 
     呼内　消内　消
     外　循内　放診
     　放治　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2748500,006.2 川崎市川崎保健所 〒210-0005 044-201-3111川崎市長 田崎　薫 平 2.10.29内   診療所
     川医6 川崎市川崎区東田町８ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2749500,008.8 医療法人愛仁会　太田〒210-0024 044-244-0131医療法人愛仁会　理事太田　史一 昭61. 5. 1一般       261病院
     川医8 総合病院 川崎市川崎区日進町１－５０ 常　勤:   42長　太田　正治 内   呼   消  現存
     (医      42) 平22. 5. 1循   小   外  
     非常勤:  177 整外 脳外 皮  
     (医     177) ひ   性   こう
     産婦 眼   耳い
     気食 リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750500,010.4 総合新川橋病院 〒210-0013 044-222-2111医療法人　明徳会　理内海　通 平13. 4.15一般       208病院
     川医10 川崎市川崎区新川通１－１５ 常　勤:   43事長　内海　通 その他 内   外   整外現存
     (医      43) 平25. 4.15形外 脳外 婦  
     非常勤:   16 眼   皮   ひ  
     (医      16) 耳い リハ 放  
     麻   呼外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751500,011.2 医療法人社団和光会　〒210-0806 044-233-9336医療法人社団和光会　渡邊　嘉行 昭32.10.20一般       118病院
     川医11 総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島３－１３－１ 常　勤:   11理事長　渡辺　嘉久 療養        34現存
     (医      11) 平23.10.20内   小   外  
     非常勤:   47 整外 産婦 眼  
     (医      47) 耳い 放   ひ  
     皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752500,014.6 医療法人誠医会　宮川〒210-0802 044-222-3255医療法人誠医会　理事宮川　政久 昭32.10.20一般       175病院
     川医14 病院 川崎市川崎区大師駅前２－１３－常　勤:   14長　宮川　政久 内   呼外 外  現存
     １３ (医      14) 平23.10.20整外 脳外 皮  
     非常勤:   17 ひ   アレ リウ
     (医      17) リハ 放   呼内
     内泌内　循内　
     消内　消外　肛
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753500,015.3 恒春会　馬嶋病院 〒210-0024 044-244-5611医療法人社団　恒春会馬嶋　正剛 平17. 5. 4療養        85病院
     川医15 川崎市川崎区日進町２４－１５ 常　勤:    4　理事長　馬嶋　正剛 移動 内   外   整外療養病床
     (医       4) 平23. 5. 4放   麻   皮  現存
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754500,037.7 小屋医院 〒210-0802 044-266-5854小屋　良明 小屋　良明 昭32.10.20小   診療所
     川医37 川崎市川崎区大師駅前１－１１－ 現存
     １５ 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755500,051.8 月岡医院 〒210-0023 044-222-3346月岡　忠寿 月岡　忠寿 昭32.10.20一般         2診療所
     川医51 川崎市川崎区小川町１５－７ 常　勤:    2 外   整外 放  現存
     (医       2) 平23.10.20耳い 皮   ひ  
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 2756500,071.6 プレス工業診療所 〒210-0826 044-266-2581プレス工業株式会社　三廼　信之 昭32.10.31内   外   診療所
     川医71 川崎市川崎区塩浜町１－１－１ 常　勤:    1代表取締役　角堂　博 現存
     (医       1)茂 平23.10.31
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757500,111.0 向本医院 〒210-0824 044-266-8034向本　美法 向本　美法 昭36. 9. 1内   呼   消  診療所
     川医111 川崎市川崎区日ノ出１－１－１８常　勤:    1 循   小   放  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758500,119.3 タネサダナオ　クリニ〒210-0834 044-221-7891太根　節直 太根　節直 平12. 1. 5眼   内   診療所
     川医119 ック 川崎市川崎区大島１－２０－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759500,140.9 川崎医療生活協同組合〒210-0833 044-299-4781川崎医療生活協同組合田中　久善 昭51. 6. 1一般       267病院
     川医140 　川崎協同病院 川崎市川崎区桜本２－１－５ 常　勤:   50　理事長　桑島　政臣 内   呼   消  現存
     (医      50) 平24. 6. 1循   小   外  
     非常勤:   72 整外 皮   産婦
     (医      72) リハ 放   麻  
     ひ   精   眼  
     神内 アレ リウ
     耳い 脳外 呼外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760500,141.7 佐須医院 〒210-0802 044-266-3333佐須　孝之 佐須　孝之 昭59. 9.17内   外   皮  診療所
     川医141 川崎市川崎区大師駅前１－１６－常　勤:    1 現存
     １０ (医       1) 平23. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761500,153.2 医療法人社団　慶友会〒210-0021 044-344-5231医療法人社団慶友会第方波見　剛 昭42. 7. 1一般        55病院
     川医153 　第一病院 川崎市川崎区元木町２－７－２ 常　勤:    2一病院　理事長　方波 内   整外 脳外現存
     (医       2)見　剛 平24. 7. 1リハ 他   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762500,157.3 野田眼科内科小児科医〒210-0804 044-244-6561野田　俊子 野田　俊子 昭62.12. 1眼   内   小  診療所
     川医157 院 川崎市川崎区藤崎１－１－３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763500,159.9 川崎市こころの相談所〒210-0005 044-201-3241川崎市長 多田　利光 平 2.10.29精   神   診療所
     川医159 川崎市川崎区東田町８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764500,167.2 手島耳鼻咽喉科医院 〒210-0834 044-233-1013手島　温子 手島　温子 昭44. 7.15耳い 診療所
     川医167 川崎市川崎区大島２－１４－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.15
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 2765500,175.5 伊藤内科クリニック 〒210-0006 044-222-4627伊藤　周治 伊藤　周治 昭46. 3. 1内   呼   消  診療所
     川医175 川崎市川崎区砂子１－１－１８野常　勤:    1 循   現存
     崎ビル２Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766500,179.7 日比野医院 〒210-0843 044-33-1857 日比野　和子 日比野　和子 昭46. 9. 1内   小   診療所
     川医179 川崎市川崎区小田栄１－３－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767500,182.1 母子育成会川崎診療所〒210-0001 044-222-2171社会福祉法人母子育成野田　美恵子 昭47. 5. 1内   小   診療所
     川医182 川崎市川崎区本町１－１ 常　勤:    1会　理事長　深瀬　幹 休止
     (医       1)男 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768500,191.2 川崎市南部地域療育セ〒210-0024 044-211-3181川崎市長 長　秀男 昭49. 8.15小   精   神  診療所
     川医191 ンター診療所 川崎市川崎区日進町５－１ 常　勤:    1 リハ 耳い 現存
     (医       1) 平22. 8.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769500,192.0 佐藤クリニック 〒210-0022 044-333-6673佐藤　龍男 佐藤　龍男 昭51. 5.15皮   性   診療所
     川医192 川崎市川崎区池田２－４－１７号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770500,196.1 大同特殊鋼川崎診療所〒210-0863 044-266-3760大同特殊鋼（株）川崎吉田　洋 昭52. 1. 1内   診療所
     川医196 川崎市川崎区夜光２丁目４番１号常　勤:    1工場　工場長　山本　 休止
     (医       1)博行 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771500,200.1 高良医院 〒210-0834 044-222-5808高良　憲光 高良　憲光 昭53. 2. 1内   循   小  診療所
     川医200 川崎市川崎区大島３－１５－１７常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772500,202.7 柳田診療所 〒210-0806 044-233-0061柳田　明 柳田　明 平 9. 5. 1内   神   診療所
     川医202 川崎市川崎区中島１－１３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773500,207.6 社会医療法人財団石心〒210-0024 044-211-6500社会医療法人財団石心宍戸　寛治 平25. 3.25内   外   皮  診療所
     川医207 会　川崎クリニック 川崎市川崎区日進町７－１川崎日常　勤:    3会　理事長　石井　暎 移動 脳外 放   形外現存
     進町ビルディング (医       3)禧 平25. 3.25整外 リウ 
     非常勤:   30 腎内　糖内　循
     (医      30) 内　血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774500,208.4 川崎市川崎休日急患診〒210-0011 044-211-6555川崎市長 雨宮　文明 昭56. 4. 1内   小   診療所
     川医208 療所 川崎市川崎区富士見１－１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
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 2775500,213.4 宮本町中央診療所 〒210-0004 044-211-6581尾上　泰彦 尾上　泰彦 昭56. 7.15形外 皮   ひ  診療所
     川医213 川崎市川崎区宮本町４－１ 性   こう 婦  現存
     平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776500,223.3 医療法人社団槿仁会　〒210-0806 044-244-0205医療法人　槿仁会　理木村　美根雄 昭59. 4. 1一般        36病院
     川医223 中島中央病院 川崎市川崎区中島３－９－９ 常　勤:    1事長　木村　美根雄 内   整外 皮  現存
     (医       1) 平23. 4. 1放   他   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777500,235.7 増田耳鼻咽喉科 〒210-0848 044-366-6474増田　康一 増田　康一 昭63. 4.15耳い 診療所
     川医235 川崎市川崎区京町１－９－１１ 現存
     平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778500,238.1 菅野皮膚科 〒210-0848 044-355-6626菅野　聖逸 菅野　聖逸 昭63. 7.15皮   診療所
     川医238 川崎市川崎区京町１－９－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779500,239.9 池上クリニック 〒210-0847 044-333-4114池上　秀明 池上　秀明 昭63.10. 1内   精   神  診療所
     川医239 川崎市川崎区浅田３－７－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780500,243.1 竹内クリニック 〒210-0848 044-366-0681竹内　明男 竹内　明男 平元. 4.19内   小   診療所
     川医243 川崎市川崎区京町２－２４－４－ 現存
     １１１ 平22. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781500,245.6 阿部医院 〒210-0014 044-222-3450医療法人社団阿部医院阿部　能明 平元. 8. 1内   循   呼  診療所
     川医245 川崎市川崎区貝塚１－９－１０ 常　勤:    1　理事長　阿部　能明 消   アレ 外  現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782500,246.4 高橋眼科医院 〒210-0813 044-266-2330高橋　信久 高橋　信久 平元. 9. 1眼   診療所
     川医246 川崎市川崎区昭和１－２－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783500,247.2 柴田医院 〒210-0847 044-322-2072清水　泉 清水　泉 平元.10. 1内   診療所
     川医247 川崎市川崎区浅田３－１０－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784500,248.0 医療法人社団　渡辺外〒210-0834 044-222-8089医療法人社団　渡辺外渡辺　能斌 平元.11.24内   胃   外  診療所
     川医248 科内科医院 川崎市川崎区大島２－１７－１６常　勤:    1科内科医院　理事長　 整外 皮   現存
     (医       1)渡辺　能斌 平22.11.24
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 2785500,249.8 医療法人社団　田辺医〒210-0836 044-322-5933医療法人社団田辺医院田邊　裕明 平元.12. 1内   小   放  診療所
     川医249 院 川崎市川崎区大島上町１－１０ 常　勤:    2　理事長　田辺　裕文 現存
     (医       2) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786500,250.6 川崎駅前クリニック 〒210-0007 044-246-4701古川　智洋 古川　智洋 平 7. 5. 1内   診療所
     川医250 川崎市川崎区駅前本町１２－１川常　勤:    1 移動 現存
     崎駅前タワーリバーク６Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2787500,255.5 高野眼科医院 〒210-0006 044-222-2434高野　繁 高野　繁 平 3. 8.12眼   診療所
     川医255 川崎市川崎区砂子２－６－２ 現存
     平24. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788500,257.1 医療法人社団　恵泉会〒210-0825 044-288-3381医療法人社団　恵泉会田添　克衛 平10. 8.10内   小   診療所
     川医257 　昭和医院 川崎市川崎区出来野７－２０ 常　勤:    2　理事長　田添　克衛 移動 現存
     (医       2) 平22. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789500,258.9 望月耳鼻咽喉科医院 〒210-0846 044-333-3387望月　元博 望月　元博 平 4. 4. 1耳い 診療所
     川医258 川崎市川崎区小田１－９－２３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790500,259.7 みずほ眼科 〒210-0846 044-344-6501池田　清美 池田　清美 平 9. 5. 1眼   診療所
     川医259 川崎市川崎区小田４－３９－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791500,260.5 磯野医院 〒210-0006 044-222-4487磯野　和久 磯野　和久 平 4.10. 1内   呼   小  診療所
     川医260 川崎市川崎区砂子１－４－５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792500,261.3 望月皮膚科医院 〒210-0846 044-355-2316望月　明子 望月　明子 平 4.10.15皮   診療所
     川医261 川崎市川崎区小田１－９－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793500,267.0 青山クリニック 〒210-0805 044-233-9320青山　真一 青山　真一 平 5. 3. 1内   外   胃  診療所
     川医267 川崎市川崎区伊勢町２５－３ 常　勤:    1 新規 婦   皮   循  現存
     (医       1) 平23. 3. 1小   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2794500,271.2 医療法人　啓和会　野〒210-0846 044-355-1561医療法人　啓和会　理野末　洋 平 5.11. 1整外 リハ 歯  診療所
     (506,271.6) 末整形外科歯科内科 川崎市川崎区小田５－１－３ 常　勤:    6事長　神山　稔巳 新規 内   現存
     川医271 (医       5) 平23.11. 1
     (歯       1)
     非常勤:   24
     (医      22)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2795500,272.0 シブイ皮フ科クリニッ〒210-0835 044-333-1717澁井　惠美子 澁井　惠美子 平 6. 3. 1皮   診療所
     川医272 ク 川崎市川崎区追分町６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796500,273.8 川崎医療生活協同組合〒210-0816 044-266-5744川崎医療生活協同組合杉山　靖 平 6. 5.10内   呼   消  診療所
     川医273 大師診療所 川崎市川崎区大師町６－８ 常　勤:    2　理事長　桑島　政臣 組織変更 循   小   整外現存
     (医       2) 平24. 5.10リハ 放   
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2797500,275.3 入江医院 〒210-0006 044-222-2026入江　宏 入江　宏 平 6.12.28一般         3診療所
     川医275 川崎市川崎区砂子２－６－２三恵常　勤:    1 交代 婦   内   皮  現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平21.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798500,276.1 医療法人社団　聖医会〒210-0851 044-322-2874医療法人社団　聖医会安土　達夫 平 7. 1. 1一般        19診療所
     川医276 　安士外科医院 川崎市川崎区浜町１－１１－５ 常　勤:    2　安士外科医院　理事 組織変更 外   胃   整外現存
     (医       2)長　安士　敬治 平22. 1. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799500,282.9 門前外科医院 〒210-0812 044-266-8029医療法人社団　北聖会阿保　雅也 平11.12. 2外   皮   胃  診療所
     川医282 川崎市川崎区東門前１－１４－４常　勤:    1　理事長　阿保　雅也 移動 こう ひ   現存
     (医       1) 平23.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800500,283.7 医療法人　郁史会　由〒210-0014 044-233-0074医療法人　郁史会　理由井　史樹 平 8. 1. 1皮   内   小  診療所
     川医283 井クリニック 川崎市川崎区貝塚２－４－１９ 常　勤:    1事長　由井　史樹 組織変更 他   現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801500,284.5 安岡クリニック 〒210-0006 044-211-6867安岡　昇二 安岡　昇二 平 8. 2. 1ひ   皮   形外診療所
     川医284 川崎市川崎区砂子２－６－２三恵常　勤:    1 新規 放   性   現存
     ビル７Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802500,285.2 高橋医院 〒210-0813 044-266-4398高橋　久子 高橋　久子 平 8. 2.21内   診療所
     川医285 川崎市川崎区昭和１－２－９ 交代 現存
     平23. 2.21
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 2803500,287.8 熊谷医院 〒210-0846 044-322-5957医療法人社団熊谷医院倉田　典子 平 8. 6. 3内   外   小  診療所
     川医287 川崎市川崎区小田５－２８－１５常　勤:    2　理事長　倉田　典子 組織変更 整外 胃   耳い現存
     (医       2) 平23. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804500,288.6 大塚眼科クリニック 〒210-0007 044-200-7773大塚　宏之 大塚　宏之 平 8. 8.15眼   診療所
     川医288 川崎市川崎区駅前本町１２－１川常　勤:    1 新規 現存
     崎駅前タワーリバークビル７Ｆ (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805500,295.1 菊地外科内科クリニッ〒210-0846 044-322-5958菊地　弘毅 菊地　弘毅 平10. 2. 1内   外   脳外診療所
     川医295 ク 川崎市川崎区小田６－５－１ 常　勤:    1 組織変更 胃   整外 小  現存
     (医       1) 平22. 2. 1循   皮   ひ  
     非常勤:    5 放   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806500,296.9 川崎医療生活協同組合〒210-0848 044-333-9516川崎医療生活協同組合倉田　眞行 平10. 3. 1内   小   整外診療所
     川医296 　京町診療所 川崎市川崎区京町２－１５－６神常　勤:    1　理事長　桑島　政臣 新規 リハ 現存
     和ビル (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807500,297.7 富士見整形外科医院 〒210-0806 044-222-2101金　賢 金　賢 平16. 4.19整外 形外 リハ診療所
     川医297 川崎市川崎区中島１－１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808500,299.3 医療法人社団　こころ〒210-0023 044-246-0075医療法人社団　こころ高橋　憲太郎 平10. 7. 1精   神   内  診療所
     川医299 の会　川崎メンタルク川崎市川崎区小川町２－３青木ビ常　勤:    1の会　理事長　髙橋　 組織変更 心内 現存
     リニック ル第１０－４階 (医       1)龍太郎 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809500,303.3 医療法人社団　徹英会〒210-0834 044-245-8811医療法人社団　徹英会花田　徹野 平10.11. 1内   胃   診療所
     川医303 　花田内科胃腸科医院川崎市川崎区大島４－１６－１ 常　勤:    1　理事長　花田　徹野 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810500,304.1 松田医院 〒210-0003 044-222-2230松田　文男 松田　文男 平11. 1. 1内   診療所
     川医304 川崎市川崎区堀之内１０－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811500,307.4 小口眼科 〒210-0802 044-270-3820小口　和久 小口　和久 平11. 4. 1眼   診療所
     川医307 川崎市川崎区大師駅前１－５－５常　勤:    2 新規 現存
     ワイケイズビル２０１ (医       2) 平23. 4. 1
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 2812500,308.2 にじのまち病院 〒210-0804 044-233-8577医療法人社団　和光会加藤　延 平11. 5.15療養         4病院
     川医308 川崎市川崎区藤崎１－５－３ 常　勤:    2　理事長　渡邊　嘉久 新規 介護        50療養病床
     (医       2) 平23. 5.15内   小   リハ現存
     非常勤:    7 皮   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813500,312.4 医療法人社団　律心会〒210-0841 044-211-8115医療法人社団　律心会辻　一夫 平18. 4.11眼   診療所
     川医312 　辻眼科クリニック 川崎市川崎区渡田向町２９－１１常　勤:    1　理事長　辻　一夫 移動 現存
     アソルティ川崎渡田向町１・２階(医       1) 平24. 4.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814500,316.5 相澤整形外科 〒210-0813 044-276-1411相澤　策郎 相澤　策郎 平12. 4. 1整外 リハ 診療所
     川医316 川崎市川崎区昭和１－２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815500,317.3 日本鋳造株式会社診療〒210-0857 044-322-3751日本鋳造株式会社　代桐生　恭好 平12. 4.15内   外   皮  診療所
     川医317 所 川崎市川崎区白石町２－１ 常　勤:    1表取締役社長　岩波　 新規 眼   現存
     (医       1)秀樹 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816500,318.1 医療法人社団　敬文会〒210-0848 044-333-0071医療法人社団　敬文会黒坂　きょう子 平12. 6. 1一般         5診療所
     川医318 　黒坂医院 川崎市川崎区京町２－８－１７－常　勤:    1　理事長　黒坂　きょ 組織変更 内   小   皮  現存
     １Ｆ (医       1)う子 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817500,322.3 森田皮膚科クリニック〒210-0834 044-210-3335森田　美佳子 森田　美佳子 平24. 2. 1皮   アレ 診療所
     川医322 川崎市川崎区大島５－１０－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818500,323.1 山下整形外科 〒210-0835 044-329-4701医療法人社団　山下整山下　方也 平13. 6. 1整外 リハ 診療所
     川医323 川崎市川崎区追分町５－２青木楽常　勤:    1形外科　理事長　山下 組織変更 現存
     山堂ビル２Ｆ (医       1)　方也 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819500,324.9 上里整形外科 〒210-0841 044-244-1810上里　元 上里　元 平13. 6. 9整外 診療所
     川医324 川崎市川崎区渡田向町２３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820500,328.0 村山整形外科 〒210-0802 044-299-2012村山　均 村山　均 平25.10. 1整外 リハ 診療所
     川医328 川崎市川崎区大師駅前１－６－１常　勤:    1 移動 現存
     ７パークホームズ川崎大師表参道(医       1) 平25.10. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821500,329.8 平安医院 〒210-0804 044-288-4031平安　良博 平安　良博 平14. 5.14外   内   胃  診療所
     川医329 川崎市川崎区藤崎町４－１９－１常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平26. 5.14
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 2822500,330.6 ヨシムラ耳鼻咽喉科医〒210-0851 044-355-8749医療法人　一恵会　理吉邨　博孝 平14. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     川医330 院 川崎市川崎区浜町１－７－６ 常　勤:    1事長　吉邨　博孝 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823500,331.4 稲葉医院 〒210-0006 044-233-2631医療法人　周雄会　理稲葉　周作 平14. 6. 1外   胃   皮  診療所
     川医331 川崎市川崎区砂子１－５－２２ 常　勤:    1事長　稲葉　周作 組織変更 ひ   整外 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824500,332.2 森田クリニック 〒210-0834 044-210-3336医療法人社団　森田ク森田　裕人 平24. 2. 1内   アレ 外  診療所
     川医332 川崎市川崎区大島５－１０－５ 常　勤:    1リニック　理事長　森 移動 他   現存
     (医       1)田　裕人 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825500,334.8 日本鋼管病院 〒210-0852 044-333-5591医療法人社団こうかん小川　健二 平15. 4. 1一般       347病院
     (506,334.2) 川崎市川崎区鋼管通１－２－１ 常　勤:   25会　理事長　鈴木　修 交代 介護        48現存
     川医334 (医      23) 平21. 4. 1外   整外 内  
     (歯       2) 小   皮   婦  
     非常勤:  114 ひ   耳い 放  
     (医     109) 歯   麻   リハ
     (歯       5) 眼   脳外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826500,335.5 医療法人社団こうかん〒210-0866 044-322-1489医療法人社団こうかん村上　太三 平15. 4. 1内   外   診療所
     川医335 会　水江診療所 川崎市川崎区水江町６－２１ 常　勤:    4会　理事長　鈴木　修 交代 現存
     (医       4) 平21. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827500,336.3 森村眼科クリニック 〒210-0007 044-223-1176森村　佳弘 森村　佳弘 平15. 4.15眼   診療所
     川医336 川崎市川崎区駅前本町２６－１川常　勤:    1 新規 現存
     崎ＢＥ８階 (医       1) 平21. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828500,338.9 日本冶金工業株式会社〒210-0861 044-271-3037日本冶金工業株式会社平　貢秀 平15. 6. 1内   外   皮  診療所
     川医338 川崎製造所診療所 川崎市川崎区小島町４－２ 常　勤:    1川崎製造所　常務取締 交代 現存
     (医       1)役所長　諸岡　道雄 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829500,341.3 こうかんクリニック 〒210-0852 044-366-8900医療法人社団こうかん朝倉　均 平15.10. 1外   整外 内  診療所
     川医341 川崎市川崎区鋼管通１－２－３ 常　勤:    6会　理事長　鈴木　修 新規 小   眼   耳い現存
     (医       6) 平21.10. 1産婦 皮   ひ  
     非常勤:  178 放   
     (医     178) 神精
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 2830500,346.2 かねこ整形外科 〒210-0846 044-328-7371医療法人社団　成和会金児　英敏 平20.11. 1整外 リハ 診療所
     川医346 川崎市川崎区小田１－１－２ソル常　勤:    1　理事長　伊藤　誠一 移動 現存
     スティス京町２０１・３０１ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831500,347.0 医療法人社団慶友会　〒210-0844 044-344-5232医療法人社団慶友会　横峯　憲吾 平16. 4. 1脳外 整外 外  診療所
     川医347 第一クリニック 川崎市川崎区渡田新町２－３－５常　勤:    1理事長　方波見　剛 新規 内   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832500,348.8 太田総合病院記念研究〒210-0024 044-223-5123医療法人愛仁会　理事千葉　伸太郎 平16. 4.15一般         8診療所
     (506,348.2) 所附属診療所 川崎市川崎区日進町１サンスクエ常　勤:    3長　太田　正治 新規 内   精   耳い現存
     川医348 ア川崎７号棟２Ｆ (医       2) 平22. 4.15歯   小   
     (歯       1)
     非常勤:   22
     (医      19)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833500,350.4 医療法人社団真誠会　〒210-0833 044-288-5320医療法人社団真誠会　石井　貴士 平16. 7.16外   内   消  診療所
     川医350 いしい医院 川崎市川崎区桜本２－４－９ 常　勤:    1理事長　老沼　典子 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834500,352.0 はた内科胃腸科クリニ〒210-0841 044-221-0131畑　英司 畑　英司 平17. 2.15内   胃   消  診療所
     川医352 ック 川崎市川崎区渡田向町１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835500,354.6 かめだこどもクリニッ〒210-0022 044-328-7186亀田　佳哉 亀田　佳哉 平17. 6. 1小   診療所
     川医354 ク 川崎市川崎区池田２－４－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836500,355.3 鈴木医院 〒210-0822 044-288-5620医療法人　鈴木医院　鈴木　眞 平17. 6. 1内   小   放  診療所
     川医355 川崎市川崎区田町１－６－１５ 常　勤:    1理事長　鈴木　眞 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2837500,356.1 協同ふじさきクリニッ〒210-0804 044-270-5131川崎医療生活協同組合桑島　政臣 平17. 6.15内   整外 皮  診療所
     川医356 ク 川崎市川崎区藤崎４－２１－２ 常　勤:    3　理事長　桑島　政臣 新規 現存
     (医       3) 平23. 6.15
     非常勤:   52
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838500,357.9 医療法人社団　徳雅会〒210-0007 044-245-0200医療法人社団　徳雅会三島　雅辰 平17. 7. 1内   形外 皮  診療所
     川医357 　三島クリニック 川崎市川崎区駅前本町５－２大星常　勤:    3　理事長　三島　雅辰 新規 リハ 眼   他  現存
     川崎ビル６Ｆ (医       3) 平23. 7. 1
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 2839500,358.7 おさふね耳鼻咽喉科 〒210-0803 044-276-0387医療法人社団　宏恵会長舩　宏隆 平17. 6.21耳い 診療所
     川医358 川崎市川崎区川中島１－１２－１常　勤:    1　理事長　長舩　宏隆 組織変更 現存
     １サンウィスタリア１Ｆ (医       1) 平23. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840500,359.5 医療法人社団うすい会〒210-0006 044-233-2224医療法人社団うすい会薄井　利郎 平25. 4. 1整外 リハ 診療所
     川医359 　うすい整形外科医院川崎市川崎区砂子２－２－１０第常　勤:    1　理事長　薄井　利郎 移動 現存
     ２園ビル (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841500,361.1 内科小児科宮島医院 〒210-0022 044-322-2083宮島　眞之 宮島　眞之 平17.10. 1内   小   神内診療所
     川医361 川崎市川崎区池田２－７－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842500,363.7 川崎駅前スキンコスメ〒210-0007 044-223-4112後藤　礼 後藤　礼 平17.11.15皮   形外 内  診療所
     川医363 クリニック 川崎市川崎区駅前本町１１－１パ常　勤:    1 新規 美外 現存
     シフィックマークス川崎４Ｆ (医       1) 平23.11.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843500,364.5 真木クリニック 〒210-0006 044-245-8802医療法人社団　慶真会 木　健 平17.12. 1一般         2診療所
     川医364 川崎市川崎区砂子２－１１－２０常　勤:    1　理事長　 木　健 組織変更 婦   内   現存
     加瀬ビル１３３　４Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844500,365.2 大江医院 〒210-0803 044-277-1103大江　英一 大江　英一 平18. 4. 1一般        11診療所
     川医365 川崎市川崎区川中島１－１３－２常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845500,369.4 後藤医院 〒210-0813 044-288-2875後藤　雅彦 後藤　雅彦 平18. 4.14内   整外 診療所
     川医369 川崎市川崎区昭和２－１６－１６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846500,370.2 きりやま眼科 〒210-0007 044-211-8668桐山　通隆 桐山　通隆 平18. 6. 1眼   診療所
     川医370 川崎市川崎区駅前本町５－２大星常　勤:    1 新規 現存
     ビル７Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847500,371.0 医療法人社団　誠栄会〒210-0007 044-222-7311医療法人社団　誠栄会宮本　みのり 平18. 6. 1一般         2診療所
     川医371 　川崎駅東口クリニッ川崎市川崎区駅前本町４－６ 常　勤:    1　理事長　宮本　みの 組織変更 耳い 呼   皮  現存
     ク (医       1)り 平24. 6. 1内   美外 形外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2848500,375.1 医療法人社団　篤志会〒210-0844 044-333-3161医療法人社団　篤志会方波見　隆史 平19.12.20一般        17診療所
     川医375 　元木町眼科内科 川崎市川崎区渡田新町２－１　渡常　勤:    1　理事長　方波見　隆 移動 眼   内   現存
     田新町マンション１階 (医       1)史 平25.12.20
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849500,376.9 新川橋クリニック 〒210-0013 044-222-2212医療法人　明徳会　理雁金　理華子 平19. 2.15耳い 歯   診療所
     (506,376.3) 川崎市川崎区新川通２－１ 常　勤:    3事長　内海　通 新規 現存
     川医376 (医       1) 平25. 2.15
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850500,378.5 川崎駅前眼科　プラム〒210-0024 044-233-5800梅田　記子 梅田　記子 平26. 7. 1眼   診療所
     川医378 　アイ　クリニック 川崎市川崎区日進町１日航ホテル常　勤:    1 移動 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2851500,379.3 はらだ眼科 〒210-0841 044-222-8877井廻　万里 井廻　万里 平19. 3.19眼   診療所
     川医379 川崎市川崎区渡田向町２２－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852500,385.0 東扇島診療所 〒210-0869 044-287-0126新井　理之 新井　理之 平20. 4.15内   アレ 歯  診療所
     (506,385.4) 川崎市川崎区東扇島７８　福利厚常　勤:    2 新規 現存
     川医385 生センター２Ｆ (医       1) 平26. 4.15
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853500,391.8 いしいクリニック乳腺〒210-0006 044-223-7877石井　誠一郎 石井　誠一郎 平21. 4. 1外   他   診療所
     川医391 外科 川崎市川崎区砂子２－６－２三恵常　勤:    1 新規 現存
     ビル１０Ｆ－Ｂ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854500,392.6 ささきクリニック 〒210-0022 佐々木　博一 佐々木　博一 平21. 5. 1内   他   診療所
     川医392 川崎市川崎区池田１－６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855500,393.4 川崎ファミリークリニ〒210-0853 044-223-6367医療法人社団　心翠会大西　玲子 平21. 6. 1内   心内 精  診療所
     川医393 ック 川崎市川崎区田島町２３－１ビバ常　勤:    1　理事長　飯田　茂 新規 現存
     ース田島町１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856500,394.2 医療法人社団　友輝会〒210-0001 044-223-1145医療法人社団　友輝会中野　寿美 平21. 6. 1内   整外 診療所
     川医394 　ベイクリニック 川崎市川崎区本町１－８－２トラ常　勤:    1　野本　文子 組織変更 現存
     ストビル３Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
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 2857500,395.9 京町クリニック 〒210-0848 044-344-0660栗須　修 栗須　修 平21.10. 1内   他   診療所
     川医395 川崎市川崎区京町１－９－１１大常　勤:    1 新規 現存
     森ビル１Ｆ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858500,398.3 飯塚医院 〒210-0848 044-333-6777飯塚　和弘 飯塚　和弘 平22. 5. 1内   産婦 他  診療所
     川医398 川崎市川崎区京町２－１４－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859500,400.7 畑　医院 〒210-0012 044-222-3455畑　章一 畑　章一 平22. 9. 1内   小   他  診療所
     川医400 川崎市川崎区宮前町５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860500,403.1 かわさき診療所 〒210-0006 044-221-0100医療法人社団　季楓会今井　聡 平23. 1. 1精   心内 内  診療所
     川医403 川崎市川崎区砂子２－６－２　三常　勤:    3　理事長　今井　聡 交代 現存
     恵ビル１０階Ａ号室 (医       3) 平23. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861500,404.9 さくら中央クリニック〒210-0817 044-201-7721櫻井　与志彦 櫻井　与志彦 平23. 4. 1内   小   皮  診療所
     川医404 川崎市川崎区大師本町９－１１－常　勤:    1 新規 アレ 他   現存
     １Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862500,405.6 川崎すずき内科クリニ〒210-0014 044-221-7575鈴木　竜司 鈴木　竜司 平23. 9. 1内   他   診療所
     川医405 ック 川崎市川崎区貝塚１－１５－４　常　勤:    1 新規 現存
     ＥＳＴＡ　ＢＩＬＤＩＮＧ　３Ｆ(医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863500,411.4 ゆざわ日航ビル診療所〒210-0024 044-223-1057医療法人社団湯沢会　淺野　仁 平24.11. 1内   他   診療所
     川医411 川崎市川崎区日進町１川崎日航ホ常　勤:    1理事長　栗山　智之 新規 現存
     テルビル２Ｆ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   77
     (医      77)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864500,412.2 おおしま内科 〒210-0007 044-221-5577医療法人社団康瑛会　大島　康男 平26. 7. 1内   診療所
     川医412 川崎市川崎区駅前本町１４－６マ常　勤:    2理事長　大島　康男 移動 糖内 現存
     ーヴェル川崎３、４階 (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865500,413.0 和田内科医院 〒210-0812 044-288-3353医療法人和田内科医院和田　齊 平25. 1. 7内   小   診療所
     川医413 川崎市川崎区東門前３－１－６ 常　勤:    1　理事長　和田　齊 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 7



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   320 頁

 2866500,414.8 川崎沼田クリニック 〒210-0006 044-589-5377沼田　真一 沼田　真一 平25. 4. 1心内 精   診療所
     川医414 川崎市川崎区砂子２－１１－２０常　勤:    1 新規 現存
     加瀬ビル１３３　４０２号室 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867500,415.5 川崎南部病院 〒210-0822 044-277-5511医療法人社団　葵会　森脇　稔 平25. 4. 1一般       128病院
     (506,415.9) 川崎市川崎区田町２－９－１ 常　勤:   40理事長　新谷　幸義 交代 療養       180現存
     川医415 (医      38) 平25. 4. 1内   心内 神内
     (歯       2) 外   整外 脳外
     非常勤:   50 心外 形外 小  
     (医      49) リウ ひ   皮  
     (歯       1) 眼   リハ 放  
     麻   耳い 婦  
     精   歯   歯外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868501,000.4 医療法人社団悠翔会　〒210-0851 044-329-0606医療法人社団悠翔会　福本　奈津子 平25.12. 1内   精   皮  診療所
     川医1000 悠翔会在宅クリニック川崎市川崎区浜町４－６－１９ 常　勤:    2理事長　佐々木　淳 新規 整外 現存
     川崎 (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2869501,001.2 医療法人社団鉄医会　〒210-0007 044-230-0580医療法人社団鉄医会　河野　一樹 平25.11. 1内   小   皮  診療所
     川医1001 ナビタスクリニック川川崎市川崎区駅前本町２６－１ア常　勤:    3理事長　久住　英二 交代 現存
     崎 トレ川崎店８Ｆ８０６－１ (医       3) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870501,002.0 川崎七福診療所 〒210-0846 044-329-1122医療法人社団招福会　大黒　学 平26. 1. 1内   呼内 診療所
     川医79486 川崎市川崎区小田１－１－２ソル常　勤:    1理事長　大黒　学 交代 胃内、循内 現存
     スティス京町４０１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871501,003.8 川崎大師みずの耳鼻咽〒210-0802 044-266-1633水野　浩美 水野　浩美 平26. 4. 1耳い 診療所
     川医1003 喉科 川崎市川崎区大師駅前１－６－１常　勤:    1 新規 現存
     ７パークホームズ川崎大師表参道(医       1) 平26. 4. 1
     １０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872501,004.6 村上外科医院 〒210-0834 044-244-3308村上　俊一 村上　俊一 平26. 2. 1整外 外   内  診療所
     川医1004 川崎市川崎区大島１－５－１４ 常　勤:    1 交代 小   皮   現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2873501,005.3 川崎本町眼科クリニッ〒210-0007 044-200-8016高木　美善 高木　美善 平26. 5. 1眼   診療所
     川医1005 ク 川崎市川崎区駅前本町２６－２－常　勤:    1 新規 現存
     １２７アゼリア川崎 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874501,006.1 社会医療法人財団石心〒210-0007 044-211-1201社会医療法人財団石心塚田　一義 平26. 4. 1内   外   呼内診療所
     川医1006 会　川崎健診クリニッ川崎市川崎区駅前本町１０－５ク常　勤:    2会　理事長　石井　暎 交代 婦   放   現存
     ク リエ川崎８Ｆ (医       2)禧 平26. 4. 1消内　循内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875510,007.8 川越産婦人科医院 〒212-0012 044-522-0471川越　忠夫 川越　忠夫 昭32. 9. 1一般         3診療所
     幸医7 川崎市幸区中幸町３－１１ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876510,016.9 漆原医院 〒212-0016 044-522-2332漆原　国夫 漆原　国夫 昭32.10.20一般         3診療所
     幸医16 川崎市幸区南幸町３－１６ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877510,017.7 石橋耳鼻咽喉科医院 〒212-0012 石橋　俊正 石橋　俊正 昭32.10.20耳い 診療所
     幸医17 川崎市幸区中幸町３－２６ 現存
     平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878510,024.3 長谷川産婦人科医院 〒212-0004 長谷川　雅亮 長谷川　雅亮 昭32.10.20皮   性   産婦診療所
     幸医24 川崎市幸区小向西町４－９２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879510,034.2 大峯医院 〒212-0053 大峯　信夫 大峯　信夫 昭32.10.20産婦 診療所
     幸医34 川崎市幸区下平間１２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880510,042.5 米田医院 〒212-0012 044-511-5375米田　力 米田　力 昭32.10.20一般        11診療所
     幸医42 川崎市幸区中幸町３－１３ 常　勤:    1 内   小   現存
     (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881510,052.4 医療法人社団　育成会〒212-0058 044-511-0551医療法人社団育成会　川田　忠典 昭34. 4. 1療養        98病院
     幸医52 　鹿島田病院 川崎市幸区鹿島田１－２１－２０常　勤:    3理事長　横山　元泰 内   外   現存
     (医       3) 平22. 4. 1
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2882510,079.7 ホシノ小児科医院 〒212-0012 044-511-8585星野　利勝 星野　利勝 昭41. 4.15小   診療所
     幸医79 川崎市幸区中幸町３－２６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883510,081.3 医療法人財団　田代医〒212-0004 044-511-1213医療法人財団　田代医田村　哲郎 昭41. 8. 1一般        19診療所
     幸医81 院 川崎市幸区小向西町１－４７ 常　勤:    4院　理事長　田代　乙 内   外   整外現存
     (医       4)美 平23. 8. 1眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884510,085.4 川崎市幸保健所 〒212-8570 044-556-6642川崎市長 林　露子 平17. 3.28内   小   診療所
     幸医85 川崎市幸区戸手本町１－１１－１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885510,092.0 平間中央診療所 〒212-0053 菊池　マサ 菊池　マサ 昭43. 1.15皮   眼   耳い診療所
     幸医92 川崎市幸区下平間４８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886510,105.0 矢野内科医院 〒212-0024 044-544-7575矢野　春雄 矢野　春雄 昭54. 9.15内   呼   消  診療所
     幸医105 川崎市幸区塚越４－３１４－２塚常　勤:    2 循   皮   放  現存
     越マンション１１８号 (医       2) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2887510,106.8 眼科小鹿倉医院 〒212-0053 044-522-1930大野　庸子 大野　庸子 昭47. 6.15眼   診療所
     幸医106 川崎市幸区下平間１４４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888510,112.6 社会医療法人財団石心〒212-0014 044-544-4611社会医療法人財団　石笹栗　志朗 平24. 6. 1一般       326地域支援
     幸医112 会　川崎幸病院 川崎市幸区大宮町３１－２７ 常　勤:   86心会　理事長　石井　 移動 内   外   脳外病院
     (医      86)暎禧 平24. 6. 1心外 ひ   麻  現存
     非常勤:   17 整外 形外 呼外
     (医      17) 他   
     循内　放診　放
     治　消内　糖代
     内　腎内　人透
     内　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889510,113.4 川崎医療生活協同組合〒212-0052 044-544-1601川崎医療生活協同組合遠井　敬大 昭61. 3. 1内   小   整外診療所
     幸医113 　川崎セツルメント診川崎市幸区古市場２－６７ 常　勤:    2　理事長　桑島　政臣 リハ 放   他  現存
     療所 (医       2) 平22. 3. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2890510,118.3 植村医院 〒212-0023 044-522-0858植村　嘉之 植村　嘉之 昭60. 9. 1内   小   皮ひ診療所
     幸医118 川崎市幸区戸手本町２－１９２ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891510,119.1 川崎市幸休日急患診療〒212-0005 044-555-0885川崎市長 林　露子 昭51. 1. 1内   小   診療所
     幸医119 所 川崎市幸区戸手２－１２－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   64
     (医      64)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892510,122.5 医療法人社団　正慶会〒212-0054 044-599-2441医療法人社団　正慶会寺崎　太洋 昭53. 9. 1精神       200病院
     幸医122 　栗田病院 川崎市幸区小倉２－３０－１３ 常　勤:    7　理事長　栗田　慶子 内   精   神  現存
     (医       7) 平23. 9. 1外   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893510,123.3 浅井眼科医院 〒212-0055 044-588-6732浅井　美子 浅井　美子 平20. 4. 1眼   診療所
     幸医123 川崎市幸区南加瀬３－３－２７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894510,126.6 小林クリニック 〒212-0016 044-555-7068小林　睦生 小林　睦生 平14. 5. 1内   循   消  診療所
     幸医126 川崎市幸区南幸町２－８０ 常　勤:    3 移動 皮   ひ   現存
     (医       3) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895510,127.4 小林内科医院 〒212-0026 044-511-4517小林　敏則 小林　敏則 平 9. 6.14内   診療所
     幸医127 川崎市幸区紺屋町３９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2896510,132.4 医療法人社団　誠和会〒212-0005 044-522-0415医療法人社団誠和会　橋爪　誠 昭62. 5. 1内   他   診療所
     幸医132 　橋爪医院 川崎市幸区戸手２－３－１２ 常　勤:    2理事長　橋爪　敬 現存
     (医       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897510,135.7 医療法人社団康久会　〒212-0022 044-511-6333医療法人社団康久会川松井　康信 昭62.10. 1一般        19診療所
     幸医135 川崎中央クリニック 川崎市幸区神明町２－６８－７ 常　勤:    2崎中央クリニック　理 脳外 外   内  現存
     (医       2)事長　松井　康信 平23.10. 1整外 神内 麻  
     非常勤:    3 放   他   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898510,137.3 くちかた整形外科 〒212-0027 044-544-2462朽方　秀人 朽方　秀人 平16. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     幸医137 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新常　勤:    1 移動 現存
     川崎３Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2899510,138.1 本田眼科医院 〒212-0055 044-599-5299本田　宗治 本田　宗治 昭63. 5. 1眼   診療所
     幸医138 川崎市幸区南加瀬２－５－８平林常　勤:    1 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900510,141.5 パークシティ皮フ科・〒212-0054 044-541-6090牧　三樹子 牧　三樹子 昭63. 6.15皮   ひ   形外診療所
     幸医141 泌尿器科 川崎市幸区小倉１－１パークシテ常　勤:    1 小   現存
     ィ新川崎クリニック棟２１１ (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901510,142.3 黒瀬クリニック 〒212-0022 044-533-171 黒瀬　恒幸 黒瀬　恒幸 昭63. 6.15胃   外   内  診療所
     幸医142 川崎市幸区神明町２－１－１ 整外 皮   こう現存
     平24. 6.15放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902510,143.1 東小倉クリニック 〒212-0033 044-533-1241黄野　銘 黄野　銘 昭63.12. 1内   胃   リハ診療所
     幸医143 川崎市幸区東小倉１２－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903510,149.8 ましも内科循環器内科〒212-0016 044-541-4560眞下　好勝 眞下　好勝 平26. 7. 1内   皮   診療所
     幸医149 川崎市幸区南幸町２－２６－１２常　勤:    1 移動 循内 現存
     　１Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904510,152.2 パークシティ眼科 〒212-0054 044-541-6035田中　真紀子 田中　真紀子 平 2. 6. 1眼   診療所
     幸医152 川崎市幸区小倉１－１パークシテ常　勤:    1 現存
     ィ新川崎クリニック棟２２０ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905510,153.0 松本眼科 〒212-0014 044-511-3474松本　匡彦 松本　匡彦 平 2. 7. 1眼   診療所
     幸医153 川崎市幸区大宮町２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906510,155.5 医療法人社団　夢見ケ〒212-0055 044-588-1414医療法人社団夢見ケ崎定方　恭一 平 2. 8. 1一般         2診療所
     幸医155 崎医院 川崎市幸区南加瀬１－９－９ 常　勤:    1医院　理事長　定方　 内   皮   ひ  現存
     (医       1)恭一 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907510,156.3 藤田整形外科 〒212-0016 044-522-6753藤田　健一 藤田　健一 平26.10. 1整外 皮   内  診療所
     幸医156 川崎市幸区南幸町２－２１　２Ｆ常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908510,158.9 医療法人社団　パーク〒212-0054 044-541-6161医療法人社団パークシ大森　尚文 平 3. 7. 1内   胃   外  診療所
     幸医158 シティクリニック 川崎市幸区小倉１－１－２１７ 常　勤:    1ティクリニック　理事 小   こう 放  現存
     (医       1)長　大森　尚文 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2909510,159.7 たつのこどもクリニッ〒212-0053 044-533-2391田角　喜美雄 田角　喜美雄 平19. 1. 1小   アレ 診療所
     幸医159 ク 川崎市幸区下平間３５９レオナビ常　勤:    1 移動 現存
     ルⅤ１階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910510,161.3 松葉医院 〒212-0024 044-522-1678松葉　育郎 松葉　育郎 平 3.10. 1内   胃   循  診療所
     幸医161 川崎市幸区塚越２－１５９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911510,163.9 新川崎耳鼻咽喉科医院〒212-0058 044-511-1133医療法人新川崎耳鼻咽庄司　稔 平 4. 7. 1耳い 診療所
     幸医163 川崎市幸区鹿島田２－２４－１１常　勤:    1喉科医院　理事長　庄 現存
     コア小島１Ｆ (医       1)司　稔 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912510,164.7 医療法人社団はとりク〒212-0058 044-522-0033医療法人社団はとりク羽鳥　裕 平19. 6. 1内   循   消  診療所
     幸医164 リニック　はとり内科川崎市幸区鹿島田１－８－３３は常　勤:    1リニック　理事長　羽 移動 呼   リハ 現存
     循環器クリニック とりビル３Ｆ (医       1)鳥　裕 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913510,165.4 柴田皮膚科医院 〒212-0053 044-511-1399柴田　明彦 柴田　明彦 平13. 1. 1皮   性   診療所
     幸医165 川崎市幸区下平間２５０－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914510,167.0 ナカオカクリニック 〒212-0053 044-544-1266医療法人社団ナカオカ中岡　康 平 5. 3. 1内   呼   胃  診療所
     幸医167 川崎市幸区下平間３８ 常　勤:    1・クリニック　理事長 組織変更 循   外   こう現存
     (医       1)　中岡　康 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2915510,169.6 内科・いまいクリニッ〒212-0053 044-511-0777今井　久美雄 今井　久美雄 平 5.11. 1内   小   皮  診療所
     幸医169 ク 川崎市幸区下平間８４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916510,170.4 医療法人社団　石永医〒212-0053 044-511-6835医療法人社団　石永医石永　隆成 平 5.11. 1内   循   小  診療所
     幸医170 院 川崎市幸区下平間１３０ 常　勤:    1院　理事長　石永　隆 組織変更 現存
     (医       1)成 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917510,171.2 横山クリニック 〒212-0014 044-556-3677横山　勲 横山　勲 平 7. 1. 1内   外   消  診療所
     幸医171 川崎市幸区大宮町１４－４尊昌ビ常　勤:    1 新規 皮   現存
     ル４Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918510,172.0 関口医院 〒212-0052 044-511-4001医療法人社団　博仁會関口　博仁 平 7. 1. 1内   小   外  診療所
     幸医172 川崎市幸区古市場１－２１ 常　勤:    2　理事長　関口　博仁 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平22. 1. 1
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 2919510,173.8 医療法人社団　啓友会〒212-0054 044-588-6288医療法人社団　啓友会柁原　啓一 平 7. 1. 1内   胃   循  診療所
     幸医173 　柁原医院 川崎市幸区小倉３－２３－４ 常　勤:    1　理事長　柁原　啓一 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920510,174.6 医療法人社団　慶生会〒212-0055 044-599-5611医療法人社団　慶生会生駒　光博 平 7. 6. 1一般         5診療所
     幸医174 　生駒クリニック 川崎市幸区南加瀬４－２７－６ 常　勤:    1　理事長　生駒　光博 組織変更 胃   こう 外  療養病床
     (医       1) 平22. 6. 1整外 リハ 皮  現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921510,175.3 医療法人　輝　周藤眼〒212-0007 044-522-2267医療法人　輝　理事長周藤　憲治 平 7.11. 1眼   診療所
     幸医175 科クリニック 川崎市幸区河原町１－１５－１０常　勤:    1　周藤　憲治 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922510,180.3 医療法人社団　木村整〒212-0054 044-599-9111医療法人社団木村整形木村　記行 平 8. 6. 1整外 リハ 診療所
     幸医180 形外科 川崎市幸区小倉１－３－１４ 常　勤:    1外科　理事長　木村　 組織変更 現存
     (医       1)記行 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923510,181.1 中林眼科医院 〒212-0014 044-533-7660中林　るりか 中林　るりか 平19.11. 1眼   診療所
     幸医181 川崎市幸区大宮町１５－４　松下常　勤:    1 移動 現存
     ビル１階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924510,182.9 医療法人社団　高橋ク〒212-0057 044-588-1216医療法人社団　高橋ク高橋　薫 平 8.12. 1内   小   皮  診療所
     幸医182 リニック 川崎市幸区北加瀬２－７－２０ 常　勤:    1リニック　理事長　髙 組織変更 現存
     (医       1)橋　薫 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925510,184.5 関クリニック 〒212-0011 044-555-2729関　文雄 関　文雄 平10. 2. 1内   外   胃  診療所
     幸医184 川崎市幸区幸町３－７ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926510,186.0 森田医院 〒212-0016 044-511-4396森田　由里 森田　由里 平10. 4.15内   小   消  診療所
     幸医186 川崎市幸区南幸町３－１４ 常　勤:    2 新規 胃   リウ 現存
     (医       2) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927510,188.6 南武医院 〒212-0053 044-522-2233西脇　博一 西脇　博一 平10. 4.13内   外   整外診療所
     幸医188 川崎市幸区下平間２０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928510,191.0 青木整形外科 〒212-0011 044-540-3875青木　晴彦 青木　晴彦 平10. 6. 1整外 診療所
     幸医191 川崎市幸区幸町４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
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 2929510,192.8 医療法人社団　清惠会〒212-0005 044-544-6111医療法人社団　清惠会田村　清隆 平10. 7. 1一般        33病院
     幸医192 　田村外科病院 川崎市幸区戸手１－９－１３ 常　勤:    1　理事長　田村　清隆 組織変更 外   整外 脳外現存
     (医       1) 平22. 7. 1リハ 他   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930510,193.6 社会医療法人財団　石〒212-0016 044-544-1020社会医療法人財団　石杉山　孝博 平10. 9. 1内   心内 精  診療所
     幸医193 心会　川崎幸クリニッ川崎市幸区南幸町１－２７－１ 常　勤:   20心会　理事長　石井　 新規 呼内 リウ 小  現存
     ク (医      20)暎禧 平22. 9. 1外   整外 形外
     非常勤:  116 脳外 呼外 心外
     (医     116) リハ 放   神内
     皮   ひ   婦  
     消内　循内　血
     外　腎内　内泌
     ・糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931510,194.4 藤岡耳鼻咽喉科医院 〒212-0053 044-511-5533藤岡　治 藤岡　治 平11. 4. 1耳い 気食 診療所
     幸医194 川崎市幸区下平間１１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2932510,195.1 さいわい整形外科 〒212-0005 044-520-3533山本　憲一 山本　憲一 平11. 4.15整外 リハ 内  診療所
     幸医195 川崎市幸区戸手１－２－１みゆき常　勤:    1 新規 皮   現存
     コーポラス１Ｆ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933510,196.9 たくま幸クリニック 〒212-0054 044-588-0020医療法人社団　晃愛会詫摩　哲郎 平11.12. 1内   小   他  診療所
     幸医196 川崎市幸区小倉３－２８－１２ 常　勤:    1　理事長　詫摩　哲郎 組織変更 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934510,199.3 社会医療法人財団　石〒212-0027 044-556-0011社会医療法人財団　石朝倉　裕士 平16. 1.12内   脳外 婦  診療所
     幸医199 心会　さいわい鹿島田川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新常　勤:    6心会　理事長　石井　 移動 外   ひ   他  現存
     クリニック 川崎 (医       6)暎禧 平22. 1.12
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935510,201.7 おんだクリニック 〒212-0016 044-542-5055恩田　威文 恩田　威文 平12. 9. 1小   アレ 内  診療所
     幸医201 川崎市幸区南幸町２－８０ＫＳ紅常　勤:    1 新規 現存
     屋ビル２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936510,202.5 中村整形外科 〒212-0052 044-544-1800中村　信之 中村　信之 平12.12.15整外 リハ リウ診療所
     幸医202 川崎市幸区古市場１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12.15
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 2937510,203.3 松山整形外科 〒212-0053 044-543-0033松山　武司 松山　武司 平13. 2.15整外 リハ リウ診療所
     幸医203 川崎市幸区下平間３４１ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938510,207.4 佐々木内科クリニック〒212-0003 044-511-5855佐々木　明徳 佐々木　明徳 平13.11.15内   小   診療所
     幸医207 川崎市幸区小向町３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939510,208.2 かい小児科・内科・耳〒212-0055 044-588-3335坂本　園子 坂本　園子 平14. 1. 1小   内   耳い診療所
     幸医208 鼻咽喉科医院 川崎市幸区南加瀬３－２５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940510,210.8 医療法人社団　美馬会〒212-0055 044-588-0034医療法人社団　美馬会鎌田　健司 平14. 5. 1内   循   診療所
     幸医210 　鎌田医院 川崎市幸区南加瀬４－３０－２ 常　勤:    1　理事長　鎌田　健司 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2941510,211.6 クリニック・かとう 〒212-0012 044-522-0011加藤　醇子 加藤　醇子 平14. 6.15心内 精   診療所
     幸医211 川崎市幸区中幸町３－３２－７光常　勤:    1 新規 現存
     和ビル３Ｆ (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942510,212.4 みつや内科診療所 〒212-0025 044-533-3000医療法人　古志の会　三廼　信之 平14. 7. 1内   循   診療所
     幸医212 川崎市幸区古川町１２０ 常　勤:    1理事長　三廼　信之 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943510,218.1 まつやまクリニック 〒212-0053 044-520-3212松山　恭輔 松山　恭輔 平16.10.15ひ   内   皮  診療所
     幸医218 川崎市幸区下平間３４１レオナⅢ常　勤:    1 新規 現存
     ２階Ｂ号室 (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944510,221.5 髙取内科医院 〒212-0056 044-580-3132医療法人社団髙取内科髙取　正雄 平17. 6. 1内   小   消  診療所
     幸医221 川崎市幸区矢上１３－６ 常　勤:    1医院　理事長　髙取　 組織変更 現存
     (医       1)正雄 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945510,223.1 高野アイクリニック 〒212-0052 044-555-7736髙野　和子 髙野　和子 平17. 9.15眼   診療所
     幸医223 川崎市幸区古市場１－４７ケーワ常　勤:    1 新規 現存
     ンビル１Ｆ (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946510,224.9 こんどうレディース診〒212-0014 044-556-3070近藤　善二郎 近藤　善二郎 平17.10. 1一般 診療所
     幸医224 療所 川崎市幸区大宮町２－８イクス川常　勤:    1 新規     一般     1現存
     崎ザ・タワー１階Ａ (医       1) 平23.10. 1産   婦   内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2947510,225.6 りえ皮フ科クリニック〒212-0027 044-520-0012医療法人社団　尚恵会山田　利恵 平17.12. 1皮   アレ 診療所
     幸医225 川崎市幸区新塚越２０１　５Ｆ 常　勤:    1　理事長　山田　尚士 組織変更 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948510,226.4 医療法人社団　第二国〒212-0016 044-522-6147医療法人社団第二国道武田　躬行 平18. 1. 1一般        10診療所
     幸医226 道整形外科クリニック川崎市幸区南幸町３－９５ 常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 整外 内   外  現存
     (医       1)理事長　武田　躬行 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949510,230.6 山田小児科医院 〒212-0024 044-522-0801医療法人社団　尚恵会山田　尚士 平18.10. 1小   内   消  診療所
     幸医230 川崎市幸区塚越１－１２１ 常　勤:    1　理事長　山田　尚士 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950510,234.8 よしかわ耳鼻咽喉科 〒212-0027 044-520-3311医療法人　ブルーメ　吉川　琢磨 平19. 5. 1耳い 眼   診療所
     幸医234 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新常　勤:    1理事長　吉川　琢磨 組織変更 現存
     川崎３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951510,235.5 大山耳鼻咽喉科診療所〒212-0016 044-555-6527医療法人社団　義翁会大山　義之 平19. 6. 1耳い 診療所
     幸医235 川崎市幸区南幸町２－２５－２ 常　勤:    1　理事長　大山　義之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952510,236.3 社会医療法人財団　石〒212-0013 044-511-6115社会医療法人財団　石塚本　喜昭 平19. 6. 1内   消   呼  診療所
     幸医236 心会　アルファメディ川崎市幸区堀川町５８０－１６川常　勤:    3心会　理事長　石井　 組織変更 循   婦   放  現存
     ック・クリニック 崎テックセンター８階 (医       3)暎禧 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953510,237.1 新川崎こびきウィメン〒212-0058 044-542-3931木挽　貢慈 木挽　貢慈 平19. 7. 1婦   診療所
     幸医237 ズクリニック 川崎市幸区鹿島田１－８－３３　常　勤:    1 新規 現存
     はとりビル２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954510,238.9 ゆりこどもクリニック〒212-0027 044-520-1158医療法人　ゆりこども御宿　百合子 平19. 6. 1小   診療所
     幸医238 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     川崎５Ｆ (医       1)御宿　百合子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2955510,239.7 大野クリニック 〒212-0013 044-556-8602医療法人　大野クリニ大野　直規 平19. 7. 1精   心内 神  診療所
     幸医239 川崎市幸区堀川町５８０ソリッド常　勤:    1ック　理事長　大野　 組織変更 内   現存
     スクエア西館２Ｆ (医       1)直規 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956510,240.5 ゆいクリニック 〒212-0053 044-520-0205由井　郁子 由井　郁子 平19. 7.15小   診療所
     幸医240 川崎市幸区下平間３９　２階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957510,241.3 千梨内科クリニック 〒212-0053 044-272-8088関　江里子 関　江里子 平19. 8.15内   循   診療所
     幸医241 川崎市幸区下平間３５９　レオナ常　勤:    1 新規 現存
     Ⅴ２０１号 (医       1) 平25. 8.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958510,245.4 医療法人社団　あえん〒212-0013 044-511-4191医療法人社団　あえん本間　良子 平20. 1. 1内   皮   眼  診療所
     幸医245 会　スクエアクリニッ川崎市幸区堀川町５８０　ソリッ常　勤:    1会　理事長　本間　良 組織変更 精   現存
     ク ドスクエア東館１Ｆ (医       1)子 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959510,248.8 三條医院 〒212-0011 044-555-5111三條　明良 三條　明良 平21. 6. 1内   小   他  診療所
     幸医248 川崎市幸区幸町２－６９７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960510,249.6 ステラクリニック 〒212-0058 044-542-6107塚本　利雄 塚本　利雄 平21. 9. 1心内 精   診療所
     幸医249 川崎市幸区鹿島田１－８－３３は常　勤:    1 新規 現存
     とりビル１Ｆ－Ｂ (医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961510,250.4 医療法人社団　川崎リ〒212-0014 044-272-8221医療法人社団　川崎リ小井戸　則彦 平22. 1. 1内   リウ アレ診療所
     幸医250 ウマチ・内科クリニッ川崎市幸区大宮町１３１０　ミュ常　勤:    1ウマチ・内科クリニッ 交代 現存
     ク ーザ川崎２２２区画 (医       1)ク　理事長　小井戸　 平22. 1. 1
     則彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962510,252.0 やぎ耳鼻咽喉科・アレ〒212-0014 044-533-3117医療法人　八木会　理八木　剛史 平22. 1. 5耳い アレ 診療所
     幸医252 ルギークリニック 川崎市幸区大宮町６－４ＴＭビル常　勤:    1事長　八木　剛史 交代 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22. 1. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2963510,253.8 田中小児科医院 〒212-0024 044-511-1818桝井　志保 桝井　志保 平22. 8. 1小   診療所
     幸医253 川崎市幸区塚越２－２１７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964510,254.6 やぎななこ内科・アレ〒212-0014 044-201-6787医療法人　八木会　理八木　奈名子 平22.10. 1内   アレ 診療所
     幸医254 ルギークリニック 川崎市幸区大宮町６－４ＴＭビル常　勤:    1事長　八木　剛史 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965510,255.3 医療法人社団　薫優会〒212-0014 044-281-9433医療法人社団　薫優会中村　薫 平23. 1. 1ひ   診療所
     幸医255 　中村クリニック泌尿川崎市幸区大宮町１３１０　ミュ常　勤:    1　理事長　中村　薫 交代 現存
     器科 ーザ川崎２２７区画 (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966510,256.1 新川崎ひたち整形外科〒212-0032 044-589-0222月出　康平 月出　康平 平23. 4. 1整外 リハ 診療所
     幸医256 川崎市幸区新川崎５－２　シンカ常　勤:    1 新規 現存
     モール３Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967510,257.9 小倉かとう内科 〒212-0054 044-580-4114加藤　義郎 加藤　義郎 平23. 4. 1内   他   診療所
     幸医257 川崎市幸区小倉５－１９－２３　常　勤:    1 新規 現存
     クロスガーデン川崎２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968510,258.7 おさないクリニック 〒212-0016 044-542-8110長内　佳代子 長内　佳代子 平23. 5. 1ひ   内   診療所
     幸医258 川崎市幸区南幸町２－８０　ＫＳ常　勤:    1 新規 現存
     紅屋ビル４Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2969510,259.5 ふるしょうクリニック〒212-0014 044-201-6688医療法人社団自立会　古荘　竜 平26. 8.20精   心内 診療所
     幸医259 川崎市幸区大宮町１２－７、ＴＭ常　勤:    2理事長　齋藤　庸男 移動 現存
     ビルⅡ、１Ｆ (医       2) 平26. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970510,260.3 いきいきクリニック 〒212-0016 044-522-5556医療法人社団　愛友会武知　由佳子 平23.12. 1内   他   診療所
     幸医260 川崎市幸区南幸町２－３４－２　常　勤:    1　理事長　武知　由佳 交代 現存
     川崎クリスチャンセンター１Ｆ (医       1)子 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971510,261.1 新川崎眼科 〒212-0032 044-280-6135秋山　和英 秋山　和英 平24. 3. 1眼   診療所
     幸医261 川崎市幸区新川崎５－２シンカモ常　勤:    1 新規 現存
     ール３Ｆ (医       1) 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2972510,262.9 まつの内科クリニック〒212-0032 044-589-0207松野　久子 松野　久子 平24. 6.12内   他   診療所
     幸医262 川崎市幸区新川崎５－２シンカモ常　勤:    1 新規 現存
     ール　３Ｆ (医       1) 平24. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973510,263.7 鈴木医院 〒212-0022 044-511-0222医療法人社団　松輝会鈴木　美繪路 平24. 6. 1一般         8診療所
     幸医263 川崎市幸区神明町２－１４－７ 常　勤:    3　理事長　松川　和世 交代 内   小   他  現存
     (医       3) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974510,264.5 かもち整形外科クリニ〒212-0054 044-589-0201蒲地　宏昌 蒲地　宏昌 平24.11. 1整外 リハ 診療所
     幸医264 ック 川崎市幸区小倉５－１９－２３ク常　勤:    1 新規 現存
     ロスガーデン川崎２１１ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975510,265.2 ハートアイクリニック〒212-0013 044-201-6462染谷　喜子 染谷　喜子 平25. 1. 1眼   診療所
     幸医265 川崎市幸区堀川町７２－１ＬＡＺ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＮＡ川崎ｐｌａｚａ　１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976510,267.8 川崎ハッピーロードメ〒212-0012 044-533-7350仁尾　洋子 仁尾　洋子 平25. 8. 1精   内   心内診療所
     幸医267 ンタルクリニック 川崎市幸区中幸町４－４２金子ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977511,000.2 医療法人育柿会　おぐ〒212-0054 044-589-7471医療法人育柿会　理事佐藤　由実 平26. 1. 1皮   心内 精  診療所
     幸医1000 ら皮フ科クリニック 川崎市幸区小倉５－１９－２３ク常　勤:    1長　井澤　志名野 新規 現存
     ロスガーデン川崎２１０ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978511,001.0 菊地眼科クリニック 〒212-0053 044-520-6366菊地　 也 菊地　 也 平26. 1. 1眼   診療所
     幸医1001 川崎市幸区下平間１５２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979511,002.8 あいホームケアクリニ〒212-0021 044-543-5556医療法人社団幸洋会　塗木　裕也 平26. 1. 1呼内 皮   精  診療所
     幸医1002 ック 川崎市幸区都町３７－１０さいわ常　勤:    3理事長　塗木　裕也 交代 外   内   現存
     い都町ビル１Ｆ (医       3) 平26. 1. 1循内　消内
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980511,003.6 メディ在宅クリニック〒212-0056 044-982-9015髙橋　保正 髙橋　保正 平26. 4. 1内   外   診療所
     幸医1003 川崎市幸区矢上２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
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 2981511,004.4 小泉クリニック 〒212-0022 044-533-3138医療法人社団実意会　小泉　実意子 平26. 5. 1精   神内 麻  診療所
     幸医1004 川崎市幸区神明町２－９－５ 常　勤:    2理事長　小泉　実意子 交代 ペイン内 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982511,005.1 川崎おぐら眼科クリニ〒212-0054 044-599-1212西岡　大輔 西岡　大輔 平26. 8.25眼   診療所
     幸医1005 ック 川崎市幸区小倉５－１９－２３ク常　勤:    1 新規 小眼 現存
     ロスガーデン川崎２Ｆ (医       1) 平26. 8.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983511,006.9 川崎ライフケアクリニ〒212-0012 044-543-5066菊岡　良考 菊岡　良考 平26. 9. 1内   診療所
     幸医1006 ック 川崎市幸区中幸町４－４２菊岡ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２０１ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984511,007.7 川崎南部在宅診療所 〒212-0055 044-223-6204岩田　道圭 岩田　道圭 平26.10. 1内   精   診療所
     幸医1007 川崎市幸区南加瀬２－８－１５新常　勤:    1 新規 現存
     川崎ロイヤルパレス１Ｆ－Ｂ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985520,001.9 関東労災病院 〒211-0021 044-411-3131独立行政法人労働者健佐藤　譲 昭32. 6.12一般       610地域支援
     (526,001.3) 川崎市中原区木月住吉町１－１ 常　勤:  154康福祉機構　理事長　 内   呼内 神内病院
     中原医1 (医     149)武谷　雄二 平23. 6.12外   脳外 整外現存
     (歯       5) 形外 精   小  
     非常勤:   13 皮   ひ   産婦
     (医      11) 眼   耳い リハ
     (歯       2) 病理 麻   歯外
     他   
     消内　循内　腎
     内　血内　糖・
     内泌内　頭頸外
     　呼外　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2986520,005.0 川崎市立井田病院 〒211-0035 044-766-2188川崎市長 橋本　光正 昭32. 7. 1一般       343病院
     (526,005.4) 川崎市中原区井田２－２７－１ 常　勤:   90 結核        40現存
     中原医5 (医      89) 平23. 7. 1内   神内 外  
     (歯       1) 呼外 心外 整外
     非常勤:   44 脳外 形外 精  
     (医      40) アレ リウ 皮  
     (歯       4) ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     病理 呼内 他  
     循内　消内　血
     内　腫内　糖内
     　腎内　人透内
     　肝内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987520,010.0 日本医科大学武蔵小杉〒211-0063 044-733-5181学校法人　日本医科大黒川　顯 昭32.10.20一般       372病院
     中原医10 病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 常　勤:  155学　理事長　赫　彰郎 内   外   脳外現存
     (医     155) 平23.10.20整外 小   眼  
     非常勤:   55 産婦 耳い 皮  
     (医      55) ひ   麻   形外
     心外 精   リウ
     呼外 小外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988520,012.6 湯本医院 〒211-0068 044-2928 湯本　貞二 湯本　貞二 昭32.10.20内   小   外  診療所
     中原医12 川崎市中原区小杉御殿町２－１０常　勤:    1 ひ   産婦 現存
     ５ (医       1) 平23.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2989520,046.4 川崎市中原保健所 〒211-0061 044-744-3253川崎市長 大塚　吾郎 昭33. 7.31内   呼   小  診療所
     中原医46 川崎市中原区小杉３－２４５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990520,050.6 小杉診療所 〒211-0068 琴谷　慶夫 琴谷　慶夫 昭33. 7. 1内   皮   小  診療所
     中原医50 川崎市中原区小杉御殿町１－８９常　勤:    1 外   眼   現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991520,052.2 辻沢眼科医院 〒211-0062 044-722-2778辻沢　キヨ 辻沢　キヨ 昭33. 9. 1眼   診療所
     中原医52 川崎市中原区小杉陣屋町１－１６常　勤:    1 現存
     －１４ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992520,061.3 岡崎耳鼻咽喉科医院 〒211-0041 044-766-9326岡崎　俊雄 岡崎　俊雄 昭59. 7.12耳い 診療所
     中原医61 川崎市中原区下小田中１０９８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2993520,080.3 佐藤内科小児科医院 〒211-0034 044-766-2602佐藤　寛 佐藤　寛 昭37. 5. 1内   小   診療所
     中原医80 川崎市中原区井田中ノ町１ー２３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994520,099.3 医療法人社団愛成会　〒211-0044 044-777-3251医療法人社団愛成会　永井　孝三 昭41. 1. 1一般       184病院
     中原医99 京浜総合病院 川崎市中原区新城１－２－５ 常　勤:    6理事長　矢作　淳 内   外   小  現存
     (医       6) 平23. 1. 1消   整外 耳い
     非常勤:   53 眼   産婦 放  
     (医      53) 皮   ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995520,118.1 篠原内科医院 〒211-0064 044-733-1206篠原　昭信 篠原　昭信 昭46. 2. 1内   小   皮  診療所
     中原医118 川崎市中原区今井南町９７２ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996520,120.7 石井皮膚科医院 〒211-0011 422-5041 石井　富夫 石井　富夫 昭60.10. 1皮   診療所
     中原医120 川崎市中原区下沼部１７６０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997520,122.3 聖マリアンナ医科大学〒211-0063 044-722-2121学校法人聖マリアンナ宮島　伸宣 昭46. 4. 1一般       138病院
     中原医122 東横病院 川崎市中原区小杉町３－４３５ 常　勤:   37医科大学　明石　勝也 内   神内 アレ現存
     (医      37) 平22. 4. 1リウ 外   心外
     非常勤:   37 脳外 放   麻  
     (医      37) リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998520,128.0 川崎市中央療育センタ〒211-0035 044-754-4559川崎市長 鶴見　節子 昭47. 5. 1内   小   リハ診療所
     中原医128 ー診療所 川崎市中原区井田３－１６－１ 常　勤:    2 耳い 他   現存
     (医       2) 平23. 5. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999520,135.5 中原整形外科 〒211-0044 044-755-7228原山　国秀 原山　国秀 平元. 9.14整外 診療所
     中原医135 川崎市中原区新城１－８－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000520,136.3 早川耳鼻咽喉科医院 〒211-0044 044-755-6415早川　亘 早川　亘 昭57. 7. 1耳い 診療所
     中原医136 川崎市中原区新城２－５－９佐藤常　勤:    1 現存
     ビル (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001520,141.3 竹本小児科医院 〒211-0036 044-766-6550竹本　桂一 竹本　桂一 昭51. 6. 1小   診療所
     中原医141 川崎市中原区井田杉山町１３－４ 現存
     ８ 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3002520,143.9 岩崎皮膚科医院 〒211-0063 044-711-3438岩崎　隆 岩崎　隆 昭53. 8. 1皮   診療所
     中原医143 川崎市中原区小杉町３－４４１　常　勤:    1 現存
     第３有馬ビル２Ｆ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003520,145.4 川崎市中原休日急患診〒211-0063 044-722-7870川崎市長 大塚　吾郎 昭53.12.15内   小   診療所
     中原医145 療所 川崎市中原区小杉町３－２４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004520,148.8 医療法人社団　善仁会〒211-0004 044-434-2003医療法人社団　善仁会酒井　紗織 平 9. 2. 1他   診療所
     中原医148 　丸子クリニック 川崎市中原区新丸子東１－８４０常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005520,154.6 小林医院 〒211-0015 044-555-3850小林　洋一 小林　洋一 昭55. 5. 1内   皮   外  診療所
     中原医154 川崎市中原区北谷町３１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006520,155.3 田中内科クリニック 〒211-0004 044-434-2211田中　洋一 田中　洋一 平10.10. 1内   診療所
     中原医155 川崎市中原区新丸子東１－７７４常　勤:    1 移動 人透内　循内　現存
     (医       1) 平22.10. 1糖内　消内
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007520,159.5 医療法人社団三和会　〒211-0005 044-722-9007医療法人社団　三和会栁澤　尚紀 昭57. 9. 1内   放   他  診療所
     中原医159 山出内科 川崎市中原区新丸子町７２７－１常　勤:    1　理事長　栁澤　尚紀 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008520,168.6 二宮内科小児科クリニ〒211-0015 044-541-0456二宮　嵩寛 二宮　嵩寛 昭63. 1.15内   小   診療所
     中原医168 ック 川崎市中原区北谷町６９３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009520,171.0 医療法人社団有隣会　〒211-0034 044-751-2126医療法人社団有隣会　中島　一己 平元. 8. 1内   精   神内診療所
     中原医171 中島クリニック 川崎市中原区井田中ノ町８－３６常　勤:    1理事長　中島　一己 新規 リハ 心内 他  現存
     (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3010520,172.8 医療法人社団　近藤産〒211-0002 044-411-3894医療法人社団近藤産婦近藤　俊彦 平10. 8.21一般        10診療所
     中原医172 婦人科 川崎市中原区上丸子山王町１－１常　勤:    1人科　理事長　近藤　 移動 産婦 外   内  現存
     ４５４ (医       1)俊彦 平22. 8.21神   小   ひ  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3011520,173.6 新城内科クリニック 〒211-0044 044-766-8981菅原　徹 菅原　徹 平元.11.15内   診療所
     中原医173 川崎市中原区新城３－７－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012520,174.4 豊崎医院 〒211-0025 044-411-3493豊崎　信雄 豊崎　信雄 平 2. 4.16内   小   診療所
     中原医174 川崎市中原区木月１－３１－１０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013520,175.1 新城皮フ科 〒211-0044 044-751-5980海野　俊雄 海野　俊雄 平14. 8. 9皮   診療所
     中原医175 川崎市中原区新城４－１０－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014520,176.9 ベル皮膚科 〒211-0004 044-435-0112石井　晶子 石井　晶子 平 7. 1.16皮   診療所
     中原医176 川崎市中原区新丸子東１－７７０常　勤:    1 移動 現存
     －１ライオンズマンション新丸子(医       1) 平22. 1.16
     １０４号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015520,178.5 新丸子皮フ科・アレル〒211-0005 044-733-9922生冨　公明 生冨　公明 平 3. 6.15皮   診療所
     中原医178 ギー科クリニック 川崎市中原区新丸子町７４８ドミ常　勤:    1 現存
     ール新丸子１Ｆ (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016520,179.3 ハウズクリニック渡邊〒211-0051 044-799-0660渡邊　富博 渡邊　富博 平 3. 8. 1内   小   診療所
     中原医179 内科 川崎市中原区宮内１－８－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017520,183.5 よこせ耳鼻咽喉科クリ〒211-0025 044-435-6934横瀬　裕義 横瀬　裕義 平 4. 7. 1耳い 気食 診療所
     中原医183 ニック 川崎市中原区木月２－１６－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018520,184.3 医療法人社団健和会　〒211-0014 044-511-2785医療法人社団健和会　菊岡　正和 平 4. 8. 1内   呼   胃  診療所
     中原医184 菊岡内科医院 川崎市中原区田尻町３５ 常　勤:    1理事長　菊岡　正和 循   小   現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019520,186.8 津田こどもクリニック〒211-0044 044-755-0130津田　正晴 津田　正晴 平 5. 6. 1小   診療所
     中原医186 川崎市中原区新城４－１－１ＮＨ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3020520,192.6 島脳神経外科整形外科〒211-0036 044-777-5556医療法人社団　悠悠会島　利夫 平 6. 7. 1一般        19診療所
     中原医192 医院 川崎市中原区井田杉山町２９－１常　勤:    1　理事長　島　利夫 組織変更 整外 脳外 外  現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成26年11月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   338 頁

 3021520,196.7 鈴木医院 〒211-0068 044-733-6206鈴木　紘之 鈴木　紘之 平 7. 1.15外   整外 皮  診療所
     中原医196 川崎市中原区小杉御殿町２－５３常　勤:    1 新規 ひ   呼   消  現存
     －３小杉スカイビル２Ｆ (医       1) 平22. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022520,197.5 ますみ皮膚科 〒211-0041 044-777-8868黒澤　真澄 黒澤　真澄 平 7. 3.15皮   診療所
     中原医197 川崎市中原区下小田中２－１６－常　勤:    1 新規 現存
     １福康ビル１Ｆ (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023520,198.3 医療法人社団　怡心会〒211-0062 044-722-2777医療法人社団　怡心会白澤　光太郎 平 7. 4. 1内   小   胃  診療所
     中原医198 　白澤医院 川崎市中原区小杉陣屋町１－１７常　勤:    1　理事長　白澤　光太 組織変更 循   外   現存
     －１２ (医       1)郎 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024520,200.7 中島医院 〒211-0044 044-766-3770医療法人　中島医院　中島　博太郎 平 7. 7. 1内   小   皮  診療所
     中原医200 川崎市中原区新城３－５－１ 常　勤:    2理事長　中島　夏樹 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025520,201.5 高橋眼科医院 〒211-0041 044-755-5559医療法人社団　高橋眼髙橋　裕昭 平 7. 7. 1眼   診療所
     中原医201 川崎市中原区下小田中１－２８－常　勤:    1科医院　理事長　髙橋 組織変更 現存
     １７ハイツ草苑２Ｆ (医       1)　裕昭 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026520,202.3 辻沢眼科クリニック 〒211-0063 044-733-7716辻沢　宇彦 辻沢　宇彦 平 8. 1. 1眼   診療所
     中原医202 川崎市中原区小杉町１－５２０－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027520,203.1 中島耳鼻咽喉科医院 〒211-0045 044-766-9300中島　博之 中島　博之 平 8. 2. 1耳い 診療所
     中原医203 川崎市中原区上新城２－２－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028520,205.6 新丸子整形外科 〒211-0004 044-422-7158大坪　材 大坪　材 平 8. 5. 1整外 リハ 診療所
     中原医205 川崎市中原区新丸子東１－８３１ 新規 現存
     原新丸子ビル２Ｆ 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029520,206.4 えじり子供クリニック〒211-0005 044-711-6959江尻　和夫 江尻　和夫 平 8. 6. 1小   内   アレ診療所
     (526,206.8) 川崎市中原区新丸子町７３４－１常　勤:    2 新規 歯   現存
     中原医206 アベニオ新丸子１階 (医       1) 平23. 6. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3030520,207.2 宇藤内科医院 〒211-0022 044-411-4463宇藤　浩 宇藤　浩 平13. 8.12内   小   診療所
     中原医207 川崎市中原区苅宿２４－３７ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3031520,210.6 亀谷内科クリニック 〒211-0012 044-411-0011亀谷　麒與隆 亀谷　麒與隆 平 8.10.15内   診療所
     中原医210 川崎市中原区中丸子３６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032520,211.4 医療法人　宮崎医院 〒211-0044 044-766-4205医療法人　宮崎医院　宮﨑　彰 平 8.11. 1内   外   胃  診療所
     中原医211 川崎市中原区新城３－１３－８ 常　勤:    1理事長　宮﨑　彰 組織変更 こう 小   現存
     (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033520,212.2 綾部内科クリニック 〒211-0025 044-433-3377綾部　晃久 綾部　晃久 平 9. 4.15内   消   循  診療所
     中原医212 川崎市中原区木月１－２３－７ 常　勤:    2 新規 放   現存
     (医       2) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034520,213.0 わたたに医院 〒211-0011 044-411-2806豊田　隆世 豊田　隆世 平 9. 3.26内   小   診療所
     中原医213 川崎市中原区下沼部１７４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035520,217.1 うちだこどもクリニッ〒211-0045 044-750-3030内田　啓司 内田　啓司 平10. 3. 1小   アレ 診療所
     中原医217 ク 川崎市中原区上新城２－１４－２常　勤:    1 新規 現存
     ３アドヴァンススクエア武蔵新城(医       1) 平22. 3. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036520,218.9 医療法人社団　高和会〒211-0025 044-422-4077医療法人社団　高和会高村　和大 平10. 3. 1内   耳い 小  診療所
     中原医218 　元住吉クリニック 川崎市中原区木月２－１２－１８常　勤:    1　理事長　高村　安子 組織変更 胃   皮   現存
     (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037520,221.3 みやぎ内科クリニック〒211-0025 044-430-3141宮城　憲一 宮城　憲一 平10. 6.15内   リウ アレ診療所
     中原医221 川崎市中原区木月３－２５－１０常　勤:    1 新規 循   消   現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038520,225.4 柴﨑整形外科 〒211-0063 044-711-0120医療法人社団　徹美会柴﨑　徹 平10.11. 1整外 リハ リウ診療所
     中原医225 川崎市中原区小杉町１－５２９－常　勤:    1　理事長　柴﨑　徹 組織変更 現存
     １５昭栄ビル１，２階 (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039520,229.6 元住吉眼科 〒211-0025 044-422-7700廣澤　恵子 廣澤　恵子 平11. 4.15眼   診療所
     中原医229 川崎市中原区木月１－２７－１２常　勤:    1 新規 現存
     近藤ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3040520,231.2 清水医院 〒211-0065 044-722-7369清水　歩 清水　歩 平11. 5. 1内   呼   循  診療所
     中原医231 川崎市中原区今井仲町３０７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041520,238.7 永井レディースクリニ〒211-0064 044-733-0070永井　孝 永井　孝 平11.11. 1一般 診療所
     中原医238 ック 川崎市中原区今井南町５８０－１常　勤:    1 新規     一般     3現存
     ルミエール南Ⅱ２Ｆ (医       1) 平23.11. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042520,239.5 さこう耳鼻咽喉科クリ〒211-0032 044-433-3387酒向　司 酒向　司 平23. 9.16耳い 診療所
     中原医239 ニック 川崎市中原区木月伊勢町４－１５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043520,240.3 あむろ内科クリニック〒211-0001 044-430-5520安室　尚樹 安室　尚樹 平12. 4. 1内   循   呼  診療所
     中原医240 川崎市中原区上丸子八幡町７９６常　勤:    1 新規 消   現存
     メゾン吉棟１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044520,241.1 中原眼科医院 〒211-0041 044-777-7785船本　速男 船本　速男 平12. 4.15眼   診療所
     中原医241 川崎市中原区下小田中２－１６－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045520,243.7 のなみクリニック 〒211-0063 044-711-2555沼波　良太 沼波　良太 平21.10. 1内   診療所
     中原医243 川崎市中原区小杉町１－５４７－常　勤:    1 移動 現存
     ８３ (医       1) 平21.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046520,245.2 医療法人社団　ＭＭ会〒211-0025 044-411-8605医療法人社団　ＭＭ会佐藤　温 平12. 6. 1内   神内 他  診療所
     中原医245 　住吉診療所 川崎市中原区木月３－７－３ 常　勤:    1　理事長　三浦　幸彦 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047520,246.0 大沢皮フ科 〒211-0025 044-411-3121医療法人　大沢クリニ大澤　純子 平12. 6. 1皮   診療所
     中原医246 川崎市中原区木月１－３１－３徳常　勤:    1ック　理事長　大澤　 組織変更 現存
     植ビル２Ｆ (医       1)純子 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048520,248.6 平間耳鼻咽喉科医院 〒211-0015 044-544-7767須藤　光 須藤　光 平12. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     中原医248 川崎市中原区北谷町６９３マルヨ常　勤:    1 新規 現存
     シビル１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
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 3049520,249.4 わたなべ眼科医院 〒211-0015 044-522-1920渡邉　博 渡邉　博 平12.10. 1眼   診療所
     中原医249 川崎市中原区北谷町４５－３アズ常　勤:    1 新規 現存
     ハウス１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050520,250.2 毛利医院 〒211-0025 044-411-2757毛利　誠 毛利　誠 平16. 3. 1内   小   診療所
     中原医250 川崎市中原区木月３－５－３３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3051520,251.0 神田クリニック 〒211-0067 044-711-5312医療法人社団　神田ク神田　東人 平12.11. 1内   リハ 他  診療所
     中原医251 川崎市中原区今井上町４６－７ハ常　勤:    1リニック　理事長　神 交代 現存
     ルセン武蔵小杉１Ｆ (医       1)田　東人 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052520,254.4 田口小児科医院 〒211-0065 044-722-9048田口　宏和 田口　宏和 平13. 1. 1小   アレ 内  診療所
     中原医254 川崎市中原区今井仲町３８６－１常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053520,255.1 大きな樹メンタルクリ〒211-0063 044-738-2232勝田　文江 勝田　文江 平13. 4. 1精   神   心内診療所
     中原医255 ニック 川崎市中原区小杉町３－２４９－常　勤:    1 新規 現存
     ２クレアホームス小杉１Ｆ－Ｄ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054520,256.9 田代耳鼻咽喉科医院 〒211-0025 044-433-4545田代　直樹 田代　直樹 平13. 5. 1耳い 診療所
     中原医256 川崎市中原区木月１－３１－６ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055520,257.7 塚原クリニック 〒211-0063 044-738-1616塚原　浩章 塚原　浩章 平13. 6. 1内   消   診療所
     中原医257 川崎市中原区小杉町１ー５２９Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     ＴＥＰＳ３ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056520,259.3 前田医院 〒211-0005 044-722-3750小関　克彦 小関　克彦 平13. 7. 1内   循   小  診療所
     中原医259 川崎市中原区新丸子町７６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057520,263.5 回生医院 〒211-0043 044-777-3772医療法人　新世会　理秋丸　大理 平13.11. 1整外 リハ 内  診療所
     中原医263 川崎市中原区新城中町２－１０ 常　勤:    1事長　秋丸　大理 組織変更 小   リウ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3058520,265.0 川崎市リハビリテーシ〒211-0035 044-788-1551川崎市長 石附　知実 平14. 4. 1精   神   診療所
     中原医265 ョン医療センター診療川崎市中原区井田３－１６－１ 常　勤:    2 組織変更 現存
     所 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059520,268.4 内川整形外科医院 〒211-0013 044-555-5331内川　友義 内川　友義 平14. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     中原医268 川崎市中原区上平間１７００－２常　勤:    1 交代 現存
     ８２ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060520,269.2 医療法人社団　さかね〒211-0051 044-740-7781医療法人社団　さかね坂根　健志 平14. 8. 1内   他   診療所
     中原医269 内科クリニック 川崎市中原区宮内２－１２－１ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　坂根　健志 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061520,273.4 新城整形外科 〒211-0044 044-788-2614原田　俊隆 原田　俊隆 平15. 4. 1整外 診療所
     中原医273 川崎市中原区新城４－１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062520,274.2 山口外科 〒211-0005 044-733-4874山口　裕史 山口　裕史 平25. 4. 1外   皮   内  診療所
     中原医274 川崎市中原区新丸子町７４５－３常　勤:    1 移動 他   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063520,276.7 新城眼科 〒211-0044 044-753-5661医療法人輝星会　理事星川　徳行 平15. 5. 1眼   診療所
     中原医276 川崎市中原区新城３－２－１３ラ常　勤:    1長　星川　徳行 組織変更 現存
     ・ビスタビル３Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064520,278.3 小杉外科内科医院 〒211-0068 044-722-5736寺戸　孝之 寺戸　孝之 平15. 5.27外   整外 内  診療所
     中原医278 川崎市中原区小杉御殿町２－８８常　勤:    1 交代 皮   ひ   現存
     (医       1) 平21. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3065520,279.1 古矢整形外科医院 〒211-0024 044-411-5137医療法人健　理事長　古矢　仁 平15. 6. 1整外 リハ 診療所
     中原医279 川崎市中原区西加瀬４－１２ 常　勤:    1古矢　仁 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066520,281.7 医療法人社団憧瞳会ア〒211-0063 044-712-1077（医）憧瞳会アイアン中田　賢一郎 平15. 7. 1眼   耳い アレ診療所
     中原医281 イアンドイアーズ　小川崎市中原区小杉町１－４０３タ常　勤:    2ドイアーズ小杉タワー 新規 現存
     杉タワークリニック ワープレイスビル１Ｆ (医       2)クリニック　理事長　 平21. 7. 1
     林　直
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 3067520,284.1 武蔵中原しくらクリニ〒211-0042 044-753-1126四藏　朋之 四藏　朋之 平15. 8.15内   胃   外  診療所
     中原医284 ック 川崎市中原区下新城２－１－３８常　勤:    1 新規 リハ 眼   現存
     キュイーブルⅢ１０１ (医       1) 平21. 8.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068520,285.8 おばな内科クリニック〒211-0045 044-753-1003小花　光夫 小花　光夫 平15.10. 1内   他   診療所
     中原医285 川崎市中原区上新城２－４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069520,286.6 こやま耳鼻咽喉科アレ〒211-0005 044-738-4187小山　守 小山　守 平15.10. 1耳い アレ 診療所
     中原医286 ルギー科クリニック 川崎市中原区新丸子町７６５吉川常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ１Ｆ南側 (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070520,287.4 神保内科クリニック 〒211-0041 044-753-2281神保　芳宏 神保　芳宏 平15.11. 1内   循   呼  診療所
     中原医287 川崎市中原区下小田中２－１－３常　勤:    1 新規 現存
     １中原クリニックビル１Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071520,291.6 ひろせクリニック 〒211-0041 044-741-2131医療法人社団愛の翼　廣瀨　始之 平15.12. 1内   ひ   皮  診療所
     中原医291 川崎市中原区下小田中３－３１－常　勤:    1理事長　廣瀨　始之 組織変更 現存
     １フェニックスコート１Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3072520,292.4 医療法人社団健伸会　〒211-0064 044-733-0205医療法人社団健伸会　東　幸助 平22. 6. 1内   眼   診療所
     中原医292 中原すみれクリニック川崎市中原区今井南町５１３－４常　勤:    1理事長　林　明伸 移動 現存
     阿部ビル (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073520,293.2 ふじむら耳鼻咽喉科 〒211-0045 044-740-1733藤村　昭子 藤村　昭子 平25. 2. 1耳い アレ 他  診療所
     中原医293 川崎市中原区上新城２－１１－２常　勤:    1 移動 現存
     ９武蔵新城メディカルビル２Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074520,294.0 宮治皮フ科クリニック〒211-0013 044-544-5082宮治　誠 宮治　誠 平16. 3. 1皮   診療所
     中原医294 川崎市中原区上平間１３１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075520,296.5 岡島クリニック 〒211-0064 044-722-1222医療法人社団天仁会　岡島　一雄 平16. 5. 1内   消   こう診療所
     中原医296 川崎市中原区今井南町５８０－１常　勤:    1理事長　岡島　一雄 組織変更 外   現存
     ルミエール南Ⅱ１階Ａ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3076520,297.3 春原内科クリニック 〒211-0044 044-741-3010医療法人社団春風会　春原　經彦 平16. 5. 1内   循   呼  診療所
     中原医297 川崎市中原区新城３－２－１３ラ常　勤:    1理事長　春原　經彦 組織変更 神内 皮   現存
     ・ビスタビル２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077520,298.1 渡辺こども診療所 〒211-0004 044-431-1415渡邊　慎 渡邊　慎 平16. 6.15小   アレ 内  診療所
     中原医298 川崎市中原区新丸子東１－７８８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078520,300.5 医療法人社団博潤会　〒211-0064 044-739-3511医療法人社団　博潤会髙見　博 平16. 7. 1整外 リハ 診療所
     中原医300 髙見整形外科 川崎市中原区今井南町５８０－１常　勤:    1　理事長　髙見　英子 組織変更 現存
     ルミエール南Ⅱ１階（Ｂ）・２階(医       1) 平22. 7. 1
     （Ｂ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079520,301.3 田中耳鼻咽喉科クリニ〒211-0041 044-740-4187田中　一仁 田中　一仁 平16. 8. 1耳い アレ 気食診療所
     中原医301 ック 川崎市中原区下小田中２－４－２常　勤:    1 新規 現存
     ９トバダナウ弐番館１Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080520,304.7 大迫内科クリニック 〒211-0044 044-777-6453大迫　宏次 大迫　宏次 平16.10.13内   診療所
     中原医304 川崎市中原区新城２－１５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081520,307.0 有田こどもクリニック〒211-0034 044-740-6011有田　二郎 有田　二郎 平17. 5. 1小   診療所
     中原医307 川崎市中原区井田中ノ町３３－５常　勤:    1 新規 現存
     リビン元住吉１Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082520,312.0 ノア・ウィメンズクリ〒211-0063 044-739-4122波多野　久昭 波多野　久昭 平17. 6. 1産婦 診療所
     中原医312 ニック 川崎市中原区小杉町１－５１０－常　勤:    1 新規 現存
     １－２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083520,315.3 医療法人社団　向日葵〒211-0041 044-753-1172医療法人社団　向日葵関　隆志 平17. 8. 1小   アレ 診療所
     中原医315 会　中原こどもクリニ川崎市中原区下小田中１－１－６常　勤:    1会　理事長　関　隆志 組織変更 現存
     ック ミルプランタン３ｅ１階 (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084520,316.1 わかば子供クリニック〒211-0024 044-411-3108医療法人社団　順伸ク吽野　篤 平17. 9. 1小   内   アレ診療所
     中原医316 川崎市中原区西加瀬１７－８ 常　勤:    1リニック　理事長　入 新規 現存
     (医       1)戸野　博 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085520,317.9 さかい医院 〒211-0064 044-711-0081堺　浩之 堺　浩之 平17. 9. 1内   循   診療所
     中原医317 川崎市中原区今井南町４６２－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


