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 3086520,318.7 平間クリニック 〒211-0012 044-431-0802金谷　通 金谷　通 平17.10. 1内   小   消  診療所
     中原医318 川崎市中原区中丸子５８９－１１常　勤:    1 新規 アレ リハ 現存
     Ｍメディカルプラザ３Ｆ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087520,319.5 久保田クリニック 〒211-0033 044-431-1238久保田　勇人 久保田　勇人 平17.11. 1内   放   診療所
     中原医319 川崎市中原区木月祇園町１５－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088520,320.3 長谷川診療所 〒211-0063 044-733-2918長谷川　洋 長谷川　洋 平18. 1. 1精   神   心内診療所
     中原医320 川崎市中原区小杉町３－２５２朝常　勤:    1 新規 現存
     日パリオ武蔵小杉１０２号１０３(医       1) 平24. 1. 1
     号 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089520,322.9 山越泌尿器科クリニッ〒211-0063 044-738-2828山越　昌成 山越　昌成 平18. 1.15ひ   診療所
     中原医322 ク 川崎市中原区小杉町３－２５２朝常　勤:    1 新規 現存
     日パリオ武蔵小杉１０４ (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090520,324.5 医療法人社団　直慈会〒211-0025 044-411-2200医療法人社団　直慈会宮尾　直彦 平19. 4. 1内   外   胃  診療所
     中原医324 　宮尾クリニック 川崎市中原区木月１－６－１４ 常　勤:    1　理事長　宮尾　直彦 移動 皮   ひ   整外現存
     (医       1) 平25. 4. 1こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091520,327.8 医大前内科クリニック〒211-0063 044-739-0088野口　惠生 野口　惠生 平18. 8.15内   消   神内診療所
     中原医327 川崎市中原区小杉町１－５０９－常　勤:    1 新規 現存
     １マイキャッスル武蔵小杉Ⅲ (医       1) 平24. 8.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092520,328.6 信愛ホームケアクリニ〒211-0004 044-431-0727田村　義民 田村　義民 平18. 9. 1内   外   診療所
     中原医328 ック 川崎市中原区新丸子東３－９４６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093520,329.4 元住吉レディースクリ〒211-0025 044-411-4013堀越　裕史 堀越　裕史 平18. 8.28内   産   婦  診療所
     中原医329 ニック 川崎市中原区木月１－３０－１７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3094520,331.0 こだま診療所 〒211-0006 044-589-4600児玉　文雄 児玉　文雄 平18.11. 1内   診療所
     中原医331 川崎市中原区丸子通り１－４０３常　勤:    1 新規 現存
     －１０ケアーハウスこだまビル２(医       1) 平24.11. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095520,332.8 池田眼科クリニック 〒211-0025 044-433-1810医療法人社団　慈人会池田　泰道 平24. 1. 5眼   診療所
     中原医332 川崎市中原区木月３‐１６－２７常　勤:    1　理事長　池田　泰道 移動 現存
     ベルヴェデーレ元住吉１Ｆ (医       1) 平24. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096520,333.6 山形皮膚科クリニック〒211-0041 044-740-3200医療法人社団　桜山会山形　健治 平18.12. 1皮   診療所
     中原医333 川崎市中原区下小田中２－４－２常　勤:    1　理事長　山形　健治 組織変更 現存
     ９トバダナウ弐番館２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097520,334.4 野口クリニック 〒211-0024 044-431-3303野口　肇 野口　肇 平19. 2. 1内   胃   外  診療所
     中原医334 川崎市中原区西加瀬１６－１０メ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ディカルプレイス元住吉１Ｆ－１(医       1) 平25. 2. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098520,335.1 江島整形外科クリニッ〒211-0033 044-434-3433医療法人　敬正会　理江島　正春 平19. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     中原医335 ク 川崎市中原区木月祗園町１４－１常　勤:    1事長　江島　正春 組織変更 現存
     ６－１１５ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099520,336.9 心のクリニック武蔵小〒211-0063 044-733-9510医療法人　心のクリニ田村　有明 平19. 2. 1精   心内 診療所
     中原医336 杉 川崎市中原区小杉町３－４３０－常　勤:    1ック　理事長　田村　 組織変更 現存
     １ (医       1)元 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100520,337.7 医療法人社団有仁会　〒211-0004 044-422-7355医療法人社団有仁会　越村　勲 平26. 9. 9内   診療所
     中原医337 島津メディカルクリニ川崎市中原区新丸子東２－８９７常　勤:    1理事長　嶋津　義臣 移動 現存
     ック川崎診療所 －１１ (医       1) 平26. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101520,340.1 内田クリニック 〒211-0016 044-431-0148内田　竜生 内田　竜生 平19. 5. 1リハ 整外 脳外診療所
     中原医340 川崎市中原区市ノ坪２２３　スカ常　勤:    1 新規 現存
     イ来夢１０１ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102520,341.9 漆原眼科クリニック 〒211-0034 044-777-6913上坂　亜樹子 上坂　亜樹子 平19. 7. 1眼   診療所
     中原医341 川崎市中原区井田中ノ町２１－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3103520,342.7 加藤順クリニック 〒211-0063 044-272-7201加藤　順一 加藤　順一 平19. 9. 1内   神内 精  診療所
     中原医342 川崎市中原区小杉町３－４４１－常　勤:    2 新規 現存
     １　エントピア安藤２階 (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104520,343.5 やまだ内科クリニック〒211-0045 044-740-1313山田　修司 山田　修司 平19.10. 1内   消   診療所
     中原医343 川崎市中原区上新城１－２－２８常　勤:    1 新規 現存
     　さくらコート２０１ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105520,345.0 ポプラメディカルクリ〒211-0053 044-751-8808寺田　江里 寺田　江里 平19.10.15内   小   診療所
     中原医345 ニック 川崎市中原区上小田中３－２９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ザ・クレストシティパークコー(医       1) 平25.10.15
     ト１Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3106520,347.6 こすぎ小児科 〒211-0063 044-738-1300村田　篤彦 村田　篤彦 平19.12. 1小   アレ 診療所
     中原医347 川崎市中原区小杉町３－２４９－常　勤:    1 新規 現存
     ２クレアホームズ小杉１０１号室(医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107520,350.0 松本クリニック 〒211-0006 044-738-2230松本　正智 松本　正智 平25. 3. 5内   小   他  診療所
     中原医350 川崎市中原区丸子通２－４４１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3108520,351.8 飯野眼科 〒211-0004 044-435-8030飯野　裕 飯野　裕 平20. 5. 1眼   診療所
     中原医351 川崎市中原区新丸子東３－１１０常　勤:    1 新規 現存
     ０－１４　フーディアム武蔵小杉(医       1) 平26. 5. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109520,352.6 上杉クリニック 〒211-0041 044-766-7171医療法人社団　愛光会上杉　毅彦 平20. 5. 1内   アレ 外  診療所
     中原医352 川崎市中原区下小田中１－１５－常　勤:    1　理事長　上杉　毅彦 組織変更 リハ 小   他  現存
     ３３ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110520,353.4 医療法人社団　優菜会〒211-0063 044-722-6061医療法人社団　優菜会佐藤　牧 平20. 7. 1内   外   他  診療所
     中原医353 　さとうクリニック 川崎市中原区小杉町３－８－６レ常　勤:    1　理事長　佐藤　牧 組織変更 現存
     ヂデンス小杉１階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111520,356.7 池田整形外科 〒211-0053 044-750-1102医療法人社団　慶晃会池田　崇 平21. 5. 1整外 リハ 診療所
     中原医356 川崎市中原区上小田中３－２３－常　勤:    1　理事長　大串　一彦 新規 現存
     ３４メディ中原ビル１・２Ｆ (医       1) 平21. 5. 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   348 頁

 3112520,358.3 澤口内科クリニック 〒211-0033 044-431-0717医療法人社団　健優会澤口　健太郎 平21. 7. 1内   他   診療所
     中原医358 川崎市中原区木月祇園町１４－１常　勤:    1　理事長　澤口　健太 組織変更 現存
     ６グランリビオ元住吉１１６ (医       1)郎 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113520,359.1 川崎中原クリニック 〒211-0024 044-430-1250医療法人　リファイン北尾　俊典 平21.10. 1内   皮   他  診療所
     中原医359 川崎市中原区西加瀬１７－８エク常　勤:    2ネット　理事長　伊藤 新規 現存
     セレントビュー元住吉１Ｆ (医       2)　龍彦 平21.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114520,361.7 武蔵小杉内科・漢方・〒211-0011 044-430-1248横瀬　友好 横瀬　友好 平21.12. 1内   他   診療所
     中原医361 循環器 川崎市中原区下沼部１８１０－１常　勤:    1 新規 現存
     シティハウス武蔵小杉２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115520,362.5 新城形成外科・皮フ科〒211-0044 044-740-3221医療法人社団　伊麻会大石　芳郎 平21.12. 1形外 皮   診療所
     中原医362 クリニック 川崎市中原区新城５－１－１ウィ常　勤:    1　理事長　大石　芳郎 交代 現存
     ステリア　Ａ５Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3116520,364.1 武蔵小杉Ｊこころのク〒211-0004 044-430-0310岡　浩也 岡　浩也 平22. 6. 1精   心内 診療所
     中原医364 リニック 川崎市中原区新丸子東２－９２４常　勤:    1 新規 現存
     服部ビル２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3117520,365.8 ごんどう整形外科 〒211-0044 044-753-0071医療法人社団　宏正会權藤　宏 平22. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     中原医365 川崎市中原区新城３－２－１３　常　勤:    1　理事長　權藤　宏 交代 他   現存
     ラ・ビスタ　５Ｆ・６Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118520,366.6 たかはし内科 〒211-0041 044-740-2717医療法人光仁会　理事髙橋　正光 平22. 6. 1内   アレ 他  診療所
     中原医366 川崎市中原区下小田中１－３－６常　勤:    1長　髙橋　正光 交代 現存
     ＪＯＪビル１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119520,367.4 山高クリニック 〒211-0041 044-750-2323山高　浩一 山高　浩一 平22. 8.23内   外   リハ診療所
     中原医367 川崎市中原区下小田中２－３３－常　勤:    1 新規 他   現存
     ３９ (医       1) 平22. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120520,368.2 富士通クリニック 〒211-8588 044-754-2051富士通株式会社　代表成田　信義 平22. 7. 1内   外   整外診療所
     (526,368.6) 川崎市中原区上小田中４－１－１常　勤:   10取締役社長　山本　正 組織変更 皮   眼   耳い現存
     中原医368 (医       8)已 平22. 7. 1歯外 
     (歯       2)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121520,370.8 新丸子ペインクリニッ〒211-0006 044-281-3967宗像　和彦 宗像　和彦 平22.10. 1麻   内   他  診療所
     中原医370 ク内科 川崎市中原区丸子通２－６８２　常　勤:    1 新規 現存
     エデフィスＡＮ　１０１号室　 (医       1) 平22.10. 1
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 3122520,372.4 おくせ医院 〒211-0053 044-751-1575奥瀬　紀晃 奥瀬　紀晃 平22.10. 1内   他   診療所
     中原医372 川崎市中原区上小田中１－２６－常　勤:    1 交代 現存
     １－１０１ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3123520,373.2 小杉眼科 〒211-0063 044-455-5296秦　エミ 秦　エミ 平23. 5. 1眼   診療所
     中原医373 川崎市中原区小杉町３－４４１　常　勤:    1 新規 現存
     伊達ビル４Ｆ (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124520,374.0 みのわ耳鼻咽喉科 〒211-0063 044-738-1187医療法人社団　みのわ蓑輪　仁 平23. 5. 1耳い 診療所
     中原医374 川崎市中原区小杉町３－２５７－常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 交代 現存
     ４　小杉第二山協ビル２Ｆ (医       1)蓑輪　仁 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3125520,375.7 こすぎ皮ふ科 〒211-0063 044-711-9009医療法人社団　恒潤会山本　亜偉策 平23. 5. 1皮   アレ 診療所
     中原医375 川崎市中原区小杉町３－４４１－常　勤:    2　理事長　山本　亜偉 交代 現存
     １　ベル・クレール武蔵小杉２Ｆ(医       2)策 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126520,376.5 医療法人社団　永康会〒211-0044 044-777-0120医療法人社団　永康会川越　榮 平23. 6. 1他   診療所
     中原医376 　武蔵新城じんクリニ川崎市中原区新城１－４－３ 常　勤:    1　理事長　安藤　和弘 新規 現存
     ック (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127520,377.3 もくぼ内科クリニック〒211-0021 044-281-8415医療法人社団　もくぼ杢保　敦子 平23. 6. 1内   他   診療所
     中原医377 川崎市中原区木月住吉町２－２５常　勤:    1内科クリニック　理事 交代 現存
     　エバビル２－４ (医       1)長　杢保　敦子 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128520,378.1 医療法人社団　銀杏会〒211-0035 044-799-1333医療法人社団　銀杏会藤倉　美恵子 平23. 6. 1皮   他   診療所
     中原医378 　ふたば皮膚科クリニ川崎市中原区井田１－３６－３　常　勤:    2　理事長　内田　千博 交代 現存
     ック メディパーク川崎井田１Ｆ (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129520,380.7 医療法人社団　慈心会〒211-0011 044-411-5188医療法人社団　慈心会中村　 夫 平23. 8.11外   整外 内  診療所
     中原医380 　中村医院 川崎市中原区下沼部１９３０－２常　勤:    1　理事長　中村　 夫 交代 小   他   現存
     (医       1) 平23. 8.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130520,381.5 医療法人社団由恵会　〒211-0041 044-797-6221医療法人社団由恵会　本庄　雄司 平24. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     中原医381 むさし整形外科 川崎市中原区下小田中２－１－３常　勤:    1理事長　本庄　雄司 交代 現存
     １中原クリニックビル２Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
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 3131520,382.3 医療法人　敬愛会　す〒211-0035 044-272-8402医療法人　敬愛会　理鈴木　敏幸 平24. 1.31一般         2診療所
     中原医382 ずき耳鼻咽喉科クリニ川崎市中原区井田１－３６－３メ常　勤:    1事長　鈴木　敏幸 交代 耳い アレ 現存
     ック ディパーク川崎井田　２Ｆ (医       1) 平24. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3132520,383.1 メンタルクリニックエ〒211-0063 044-738-1120医療法人社団　ＧＵＮ坂本　誠 平24. 2. 1心内 他   診療所
     中原医383 ルデ 川崎市中原区小杉町３－４２８－常　勤:    1ＳＴ　理事長　坂本　 交代 現存
     ６小杉山協ビル３０３・３０４ (医       1)誠 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133520,385.6 だんのうえ眼科クリニ〒211-0053 044-777-7700檀之上　和彦 檀之上　和彦 平24. 4. 1眼   診療所
     中原医385 ック 川崎市中原区上小田中３－２３－常　勤:    1 新規 小眼 現存
     ３４メディ中原ビル３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134520,386.4 田中整形外科 〒211-0025 044-430-4309田中　慎一 田中　慎一 平24. 7. 1整外 リハ 内  診療所
     中原医386 川崎市中原区木月３－３２－１８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135520,387.2 医療法人社団永康会　〒211-0025 044-431-3180医療法人社団永康会　新城　名保美 平24. 9. 1他   診療所
     中原医387 元住吉腎クリニック 川崎市中原区木月３－６－１８モ常　勤:    1理事長　安藤　和弘 新規 現存
     トスミコアビル３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136520,388.0 武蔵中原クリニック 〒211-0041 044-752-5455ヨースト　志麻 ヨースト　志麻 平24.11. 1内   診療所
     中原医388 川崎市中原区下小田中５－１４－常　勤:    1 交代 現存
     ２５ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137520,391.4 前田記念　武蔵小杉ク〒211-0063 044-711-3221医療法人社団　前田記前田　貞亮 平25. 1. 1内   診療所
     中原医391 リニック 川崎市中原区小杉町１－４０３　常　勤:    2念会　理事長　前田　 交代 現存
     武蔵小杉ＳＴＭビル６Ｆ (医       2)貞亮 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138520,392.2 徳植医院 〒211-0025 044-430-1233德植　純也 德植　純也 平25. 4. 1内   皮   他  診療所
     中原医392 川崎市中原区木月１－２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139520,393.0 しまだ小児クリニック〒211-0053 044-777-7411島田　温次 島田　温次 平25. 4. 1小   診療所
     中原医393 川崎市中原区上小田中２－４２－常　勤:    1 新規 現存
     ２２　１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3140520,394.8 はりまや耳鼻咽喉科 〒211-0063 044-739-3015播摩谷　敦 播摩谷　敦 平25. 5. 1耳い 診療所
     中原医394 川崎市中原区小杉町１－４０３武常　勤:    1 新規 現存
     蔵小杉タワープレイス１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141520,395.5 つちや内科・循環器内〒211-0053 044-750-2505土屋　勝彦 土屋　勝彦 平25. 5. 1内   他   診療所
     中原医395 科 川崎市中原区上小田中５－２－７常　勤:    1 新規 現存
     クレシア武蔵中原１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3142520,396.3 医療法人社団栄輝会　〒211-0015 044-555-5553医療法人社団　栄輝会中橋　栄太 平25. 5. 1内   他   診療所
     中原医396 中橋メディカルクリニ川崎市中原区北谷町５１－９ 常　勤:    1　理事長　中橋　栄太 交代 現存
     ック (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143520,397.1 医療法人社団律和会　〒211-0035 044-740-5511医療法人社団律和会　坂本　和彦 平25. 6. 1内   他   診療所
     中原医397 さかもと内科クリニッ川崎市中原区井田１－３６－３メ常　勤:    1理事長　坂本　和彦 交代 現存
     ク ディパーク川崎井田１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144520,398.9 小杉中央クリニック 〒211-0063 044-722-7050医療法人社団幸純会　布施　純郎 平25. 6. 1内   他   診療所
     中原医398 川崎市中原区小杉町３－４１７第常　勤:    1理事長　布施　純郎 交代 現存
     ２有馬ビル３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145520,399.7 土井小児科医院 〒211-0013 044-522-1423土井　啓司 土井　啓司 平25. 7. 1小   診療所
     中原医399 川崎市中原区上平間１１４９－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146521,000.0 こすぎ駅前クリニック〒211-0004 044-431-8833医療法人社団博誠会　宮脇　誠 平25.12. 1内   診療所
     中原医1000 川崎市中原区新丸子東２－９２５常　勤:    1理事長　宮脇　誠 交代 消内 現存
     白誠ビル１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147521,001.8 北村医院 〒211-0025 044-411-3824医療法人ＫＩＴＡＭＵ北村　善市 平26. 2. 1一般        17診療所
     中原医1001 川崎市中原区木月２－１４－６ 常　勤:    2ＲＡ　理事長　北村　 交代 産婦 小   内  現存
     (医       2)善市 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3148521,002.6 武蔵小杉皮ふ科 〒211-0004 044-411-3661医療法人社団恒潤会　山本　真里 平26. 5. 1皮   アレ 診療所
     中原医1002 川崎市中原区新丸子東３－１３０常　勤:    1理事長　山本　亜偉策 新規 現存
     ２　４Ｆ　４５４ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3149521,003.4 むさし小杉内科クリニ〒211-0004 044-430-4159鈴木　健修 鈴木　健修 平26. 5. 1内   呼内 診療所
     中原医1003 ック 川崎市中原区新丸子東３－１３０常　勤:    1 新規 循内 現存
     ２ららテラス武蔵小杉４Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150521,004.2 さこう眼科 〒211-0004 044-430-4350酒匂　丈裕 酒匂　丈裕 平26. 5. 1眼   診療所
     中原医1004 川崎市中原区新丸子東３－１３０常　勤:    1 新規 現存
     ２ららテラス武蔵小杉４Ｆ４５１(医       1) 平26. 5. 1
     ００
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3151521,005.9 医療法人社団晴晃会　〒211-0004 044-982-9203医療法人社団晴晃会　浦野　晃義 平26. 5. 1婦   診療所
     中原医1005 武蔵小杉レディースク川崎市中原区新丸子東３－１３０常　勤:    1理事長　浦野　晴美 新規 現存
     リニック ２－４Ｆ４５２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152521,006.7 医療法人社団武光会　〒211-0004 044-411-1177医療法人社団武光会　道海　秀則 平26. 5. 1小   アレ 診療所
     中原医1006 どうどう小児科・アレ川崎市中原区新丸子東３－１３０常　勤:    1理事長　笹本　明義 新規 現存
     ルギー科 ２　４Ｆ４５５号室武蔵小杉Ｃ地(医       1) 平26. 5. 1
     区計画
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153521,007.5 武蔵小杉整形外科 〒211-0063 044-712-4857小谷野　康彦 小谷野　康彦 平26. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     中原医1007 川崎市中原区小杉町１－４０３小常　勤:    1 新規 現存
     杉タワープレイス２Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154521,008.3 医療法人社団翔和仁誠〒211-0063 044-722-8733医療法人社団翔和仁誠金井　憲一 平26. 9. 1耳い アレ 診療所
     中原医1008 会　こすぎ耳鼻咽喉科川崎市中原区小杉町３－１５０１常　勤:    1会　理事長　高松　俊 新規 現存
     クリニック －１セントア武蔵小杉Ａ棟３Ｆ (医       1)輔 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155521,009.1 小杉内科ファミリーク〒211-0012 044-789-5444医療法人社団共進会　田中　榮 平26. 9. 1内   アレ 外  診療所
     中原医1009 リニック 川崎市中原区中丸子１３－２１Ｌ常　勤:    1理事長　阿部　信一 交代 ひ   心内 精  現存
     ＲＯＣＫＳ２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1消内
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156521,011.7 医療法人育仁会　小田〒211-0063 044-722-0121医療法人育仁会　理事小田切　研一 平26.10. 1内   リハ 病院
     中原医1011 切医院 川崎市中原区小杉町３－２５３ 常　勤:    1長　小田切　研一 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157530,002.5 川崎市高津保健所 〒213-0033 044-861-3113川崎市長 石津　博子 平 5. 1.25内   小   診療所
     高津医2 川崎市高津区下作延２－８－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平23. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3158530,024.9 医療法人社団亮正会　〒213-0001 044-822-6121医療法人社団亮正会　小林　進 昭35. 4. 1一般       223病院
     高津医24 総合高津中央病院 川崎市高津区溝口１－１６－７ 常　勤:   36理事長　加藤　信夫 内   精   呼  現存
     (医      36) 平23. 4. 1消   神内 小  
     非常勤:   67 外   整外 形外
     (医      67) 脳外 皮   ひ  
     心内 こう 産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3159530,025.6 平林医院 〒213-0001 044-822-4623平林　春雄 平林　春雄 昭35. 4. 1内   小   皮  診療所
     高津医25 川崎市高津区溝口５－１８－２０常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160530,028.0 矢本医院 〒213-0021 044-766-4373矢本　潔 矢本　潔 昭35.11. 1内   外   皮  診療所
     高津医28 川崎市高津区千年新町３４－６ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3161530,030.6 伊藤医院 〒213-0026 044-766-9335伊藤　幸雄 伊藤　幸雄 平10. 4. 1内   小   診療所
     高津医30 川崎市高津区久末１８９４ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162530,045.4 国家公務員共済組合連〒213-0015 044-877-5111国家公務員共済組合連熊田　博光 昭41. 9.26一般       300病院
     (536,045.8) 合会　虎の門病院分院川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 常　勤:   48合会　理事長　尾原　 内   神内 外  現存
     高津医45 (医      48)榮夫 平23. 9.26整外 精   小  
     非常勤:   27 皮   ひ   眼  
     (医      25) 耳い リハ 放  
     (歯       2) 歯   麻   リウ
     他   
     肝内　呼内　循
     内　消内　血内
     　女内　漢内　
     腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163530,050.4 田辺整形外科医院 〒213-0015 044-866-8501田辺　雅久 田辺　雅久 昭49. 1. 1整外 診療所
     高津医50 川崎市高津区梶ヶ谷５－３－２３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164530,060.3 溝ノ口診療所 〒213-0033 044-877-5570多田　靖 多田　靖 昭55. 5.15内   神   小  診療所
     高津医60 川崎市高津区下作延４－１０－１常　勤:    1 放   現存
     １ (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3165530,074.4 医療法人社団　輔仁会〒213-0014 044-866-2151医療法人社団輔仁会　光野　貫一 昭46. 8. 1一般        28病院
     高津医74 　片倉病院 川崎市高津区新作４－１１－１６常　勤:    2理事長　光野　貫一 内   リハ 現存
     (医       2) 平22. 8. 1消内　腎内　人
     非常勤:    7 透内　糖内　ペ
     (医       7) イン内　循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166530,084.3 帝京大学医学部附属溝〒213-0001 044-844-3333学校法人　帝京大学　冲永　惠津子 昭48. 7. 1一般       400病院
     高津医84 口病院 川崎市高津区溝口３－８－３ 常　勤:  181理事長　冲永　佳史 内   精   神内現存
     (医     181) 平24. 7. 1小   外   整外
     非常勤:  304 脳外 皮   ひ  
     (医     304) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     心内 臨床 病理
     消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167530,104.9 小田切眼科医院 〒213-0013 044-865-0631小田切　嘉恵 小田切　嘉恵 平20.10.10眼   診療所
     高津医104 川崎市高津区末長３－１２－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3168530,117.1 耳鼻咽喉科　山口医院〒213-0001 044-822-3252山口　直弘 山口　直弘 昭59.11. 1耳い 診療所
     高津医117 川崎市高津区溝口１－６－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169530,118.9 川崎市高津休日急患診〒213-0001 044-811-9300川崎市長 石津　博子 昭54.12.15内   小   診療所
     高津医118 療所 川崎市高津区溝口５－１５－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170530,135.3 津医院 〒213-0011 044-822-1933 津　伸夫 津　伸夫 昭59. 9. 1内   小   放  診療所
     高津医135 川崎市高津区久本３－６－１－２常　勤:    1 現存
     １２ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171530,137.9 梶ケ谷耳鼻咽喉科 〒213-0013 044-877-4628巌　文雄 巌　文雄 昭62. 4.15耳い 診療所
     高津医137 川崎市高津区末長１－４０－１－常　勤:    1 現存
     １０３姿見台スカイハイツ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172530,140.3 医療法人　宮坂医院 〒213-0001 044-822-3745医療法人社団弘仁会宮宮坂　昌人 昭63. 9. 7一般        10診療所
     高津医140 川崎市高津区溝口１－２２－５ 常　勤:    2坂医院　理事長　宮坂 内   小   産婦現存
     (医       2)　昌人 平18. 9. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3173530,141.1 川崎医療生活協同組合〒213-0012 044-822-2710川崎医療生活協同組合関川　泰隆 平元. 4. 1内   消   外  診療所
     高津医141 　坂戸診療所 川崎市高津区坂戸１－６－１８ 常　勤:    1　理事長　桑島　政臣 こう 循   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174530,142.9 千年診療所 〒213-0021 044-766-2885大関　一郎 大関　一郎 平元. 4. 1内   呼   胃  診療所
     高津医142 川崎市高津区千年新町２９の５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175530,144.5 宿谷クリニック 〒213-0001 044-833-2373宿谷　幸治郎 宿谷　幸治郎 平 2. 3. 1内   精   神  診療所
     高津医144 川崎市高津区溝口３－８－７第一常　勤:    1 現存
     鈴勝ビル４Ｆ (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176530,145.2 林眼科クリニック 〒213-0032 044-811-2392林　福子 林　福子 平 3. 1. 1眼   診療所
     高津医145 川崎市高津区久地４－１３－３－常　勤:    1 現存
     ２０２ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177530,146.0 岩崎皮ふ科 〒213-0001 044-811-7202医療法人社団岩崎皮ふ岩嵜　哲夫 平 3. 3. 1皮   診療所
     高津医146 川崎市高津区溝口３－１－７ 常　勤:    1科　理事長　岩嵜　哲 現存
     (医       1)夫 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178530,150.2 川崎医療生活協同組合〒213-0032 044-811-7771川崎医療生活協同組合喜瀬　守人 平12. 2.28一般        19診療所
     高津医150 　久地診療所 川崎市高津区久地４－１９－８ 常　勤:    5　理事長　桑島　政臣 移動 内   消   整外現存
     (医       5) 平24. 2.28婦   
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179530,151.0 山本整形外科医院 〒213-0013 044-853-5311山本　茂樹 山本　茂樹 平 4.11.15整外 リハ リウ診療所
     高津医151 川崎市高津区末長１－８－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3180530,154.4 泉皮膚科 〒213-0033 044-865-9140外山　淳 外山　淳 平 5. 9.15皮   ひ   診療所
     高津医154 川崎市高津区下作延２－３５－１常　勤:    1 新規 現存
     －２０１ (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181530,155.1 医療法人社団　溝の口〒213-0001 044-833-8001医療法人社団　溝の口井出　真弓 平21. 7. 1皮   内   診療所
     高津医155 クリニック 川崎市高津区溝口１－１２－２０常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     ウエストキャニオンⅡ　２Ｆ (医       2)井出　真弓 平21. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3182530,156.9 松岡クリニック 〒213-0033 044-861-4371松岡　道夫 松岡　道夫 平 6. 2. 1内   胃   リハ診療所
     高津医156 川崎市高津区下作延２－３５－１常　勤:    1 新規 小   現存
     スペースアメニティ梶ヶ谷２階 (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183530,157.7 宮川クリニック 〒213-0004 044-844-9058宮川　弘一 宮川　弘一 平17.12.12内   循   小  診療所
     高津医157 川崎市高津区諏訪１－３－１５Ｆ常　勤:    2 移動 現存
     Ｍフラット１Ｆ (医       2) 平23.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184530,158.5 梶ケ谷クリニック 〒213-0013 044-877-0608医療法人社団　慈生会羽生　仁 平 7. 2. 1内   小   外  診療所
     高津医158 川崎市高津区末長１－２３－１７常　勤:    1　理事長　羽生　仁 組織変更 整外 リハ 皮  現存
     (医       1) 平22. 2. 1耳い 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185530,159.3 上原眼科 〒213-0013 044-852-8699上原　章能 上原　章能 平 7. 3. 1眼   診療所
     高津医159 川崎市高津区末長１４６－１　Ａ常　勤:    1 新規 現存
     －１０２ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186530,160.1 河村クリニック 〒213-0033 044-852-3599河村　由理 河村　由理 平 7. 3. 1精   神   内  診療所
     高津医160 川崎市高津区下作延２－９－９　常　勤:    1 新規 現存
     ＭＳＢ２０１ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187530,163.5 医療法人社団　ハート〒213-0006 044-833-7151医療法人社団　ハート天保　英明 平 8. 1. 1精神       320病院
     高津医163 フル川崎病院 川崎市高津区下野毛２－１－３ 常　勤:   15フル川崎病院　理事長 組織変更 精   心内 内  現存
     (医      15)　横川　秀男 平23. 1. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188530,164.3 緒方整形外科 〒213-0012 044-833-1600緒方　庸男 緒方　庸男 平 8. 1.15整外 リハ 診療所
     高津医164 川崎市高津区坂戸１－７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3189530,165.0 かたおか小児科クリニ〒213-0015 044-822-1328片岡　正 片岡　正 平 8. 2.15小   診療所
     高津医165 ック 川崎市高津区梶ヶ谷３－７－２８常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3190530,167.6 柴崎医院 〒213-0001 044-833-8511柴崎　愼一 柴崎　愼一 平 8. 4. 1内   小   診療所
     高津医167 川崎市高津区溝口３－９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3191530,168.4 住永クリニック 〒213-0001 044-844-2838住永　雅司 住永　雅司 平 8. 4. 1内   診療所
     高津医168 川崎市高津区溝口２－６－２６ア常　勤:    1 新規 現存
     ズマヤ栄橋ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3192530,173.4 医療法人社団　亮友会〒213-0013 044-888-1161医療法人社団　亮友会福住　亮雄 平 9. 1. 1一般        11診療所
     高津医173 　福住医院 川崎市高津区末長３－１２－３ 常　勤:    2　理事長　福住　亮雄 組織変更 外   整外 皮  現存
     (医       2) 平24. 1. 1ひ   脳外 内  
     非常勤:    1 他   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193530,174.2 三島眼科医院 〒213-0001 044-814-4138三島　宣彦 三島　宣彦 平 9.10. 1眼   診療所
     高津医174 川崎市高津区溝口１－９－１三井常　勤:    1 新規 現存
     住友銀行溝ノ口ビル４Ｆ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194530,175.9 ちとせ眼科クリニック〒213-0022 044-752-5311秋丸　明子 秋丸　明子 平10. 2. 1眼   診療所
     高津医175 川崎市高津区千年３０１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195530,176.7 風メンタルクリニック〒213-0011 044-850-3132河田　泰原 河田　泰原 平10. 4.15精   心内 神  診療所
     高津医176 川崎市高津区久本３－２－３ヴェ常　勤:    1 新規 現存
     ルビュ溝の口１０２ (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196530,185.8 山本医院 〒213-0023 044-755-1532山本　均 山本　均 平16. 5. 1小   内   診療所
     高津医185 川崎市高津区子母口７２８－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197530,186.6 レディースクリニック〒213-0011 044-811-1014熊澤　哲哉 熊澤　哲哉 平11. 4. 1一般         3診療所
     高津医186 溝の口 川崎市高津区久本３－３－３ザ．常　勤:    2 新規 婦   現存
     ３４４ビル２０３ (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3198530,187.4 福西内科クリニック 〒213-0027 044-752-2011医療法人社団　福西内福西　康夫 平11. 6. 1内   消   循  診療所
     高津医187 川崎市高津区野川３６２５－１メ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ディカルクリア野川２Ｆ (医       1)　福西　康夫 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3199530,188.2 医療法人　渡辺クリニ〒213-0033 044-865-3450医療法人　渡辺クリニ渡邊　茂 平11. 6. 1内   小   診療所
     高津医188 ック 川崎市高津区下作延２－９－１０常　勤:    1ック　理事長　渡邊　 組織変更 現存
     　関口第２ビル２Ｆ (医       1)茂 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3200530,192.4 渡部産婦人科医院 〒213-0026 044-766-5632渡部　秀哉 渡部　秀哉 平11. 9. 6一般         6診療所
     高津医192 川崎市高津区久末１９３３ 常　勤:    1 交代 産婦 内   現存
     (医       1) 平23. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201530,198.1 めぐみ整形外科 〒213-0011 044-861-1022医療法人　めぐみ　理渥美　正純 平12. 2. 1整外 リハ 診療所
     高津医198 川崎市高津区久本１－２－５関口常　勤:    1事長　渥美　正純 組織変更 現存
     第１ビル２Ｆ－２０２ (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202530,199.9 溝ノ口眼科 〒213-0001 044-844-7705河合　史子 上農　史子 平12. 4. 1眼   診療所
     高津医199 川崎市高津区溝口２－７－２７溝常　勤:    1 新規 現存
     の口マルティビル５Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203530,200.5 高津駅前みみ・はな・〒213-0001 044-833-8741加藤　功 加藤　功 平12. 4. 1耳い 診療所
     高津医200 のどクリニック 川崎市高津区溝口４－１－１７Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     ＫＤ高津駅前ビルＩ－３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204530,202.1 医療法人社団　善仁会〒213-0011 044-829-4976医療法人社団　善仁会市川　敏郎 平12. 9.15他   診療所
     高津医202 　溝の口第一クリニッ川崎市高津区久本３－２－３ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ク (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205530,203.9 高津内科クリニック 〒213-0002 044-829-3075上田　裕司 上田　裕司 平12.11.15内   リウ アレ診療所
     高津医203 川崎市高津区二子３－３３－２０常　勤:    1 新規 現存
     カーサ　フォーチュナ (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206530,205.4 いずみ泌尿器科皮フ科〒213-0022 044-751-7100泉　博一 泉　博一 平13. 3.15ひ   皮   診療所
     高津医205 川崎市高津区千年３０１－１グラ常　勤:    1 新規 現存
     ンドコスモ千歳２０３ (医       1) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207530,208.8 木下耳鼻咽喉科医院 〒213-0033 044-811-3349木下　俊之 木下　俊之 平13.12.15耳い 診療所
     高津医208 川崎市高津区下作延６－５－１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3208530,210.4 洲之内内科 〒213-0001 044-820-1781洲之内　建二 洲之内　建二 平14. 4. 1内   呼   アレ診療所
     高津医210 川崎市高津区溝口１－１３－１６常　勤:    1 新規 消   現存
     溝口パークホームズ１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3209530,211.2 医療法人　碧会　高山〒213-0011 044-850-3334医療法人　碧会　理事髙山　鉄郎 平14. 4. 1内   こう 胃  診療所
     高津医211 クリニック 川崎市高津区久本３－２－３ヴェ常　勤:    1長　髙山　鉄郎 組織変更 循   外   小  現存
     ルビュ溝の口ビル１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210530,212.0 内田内科 〒213-0032 044-833-0140医療法人社団　高和会内田　和仁 平14. 4. 1内   呼   アレ診療所
     高津医212 川崎市高津区久地４－２４－３０常　勤:    1　理事長　内田　和仁 組織変更 現存
     　グリーンスクウェア００２号 (医       1) 平26. 4. 1
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 3211530,213.8 森クリニック 〒213-0026 044-740-6300医療法人　興生会　理森　久美子 平14. 4.15整外 内   リウ診療所
     高津医213 川崎市高津区久末９－１ 常　勤:    1事長　森　久美子 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3212530,214.6 窪田医院 〒213-0002 044-822-3212田中　美砂子 田中　美砂子 平14. 4.20内   小   循  診療所
     高津医214 川崎市高津区二子５－１０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213530,215.3 かわごえ眼科 〒213-0011 044-857-2619川越　真美 川越　真美 平14. 5.15眼   診療所
     高津医215 川崎市高津区久本２－５－１イー常　勤:    1 新規 現存
     スト溝の口１Ｆ (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214530,217.9 サンライズクリニック〒213-0011 044-850-1888水戸部　知代 水戸部　知代 平14. 6. 1皮   形外 内  診療所
     高津医217 川崎市高津区久本３－２－２２－常　勤:    2 新規 循   呼   麻  現存
     １０２ (医       2) 平26. 6. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215530,219.5 にし医院 〒213-0034 044-877-0789伊藤　園子 伊藤　園子 平14.10. 1内   小   リハ診療所
     高津医219 川崎市高津区上作延１５１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3216530,221.1 三木クリニック 〒213-0023 045-824-0240三木　幸次郎 三木　幸次郎 平14.11. 1心内 診療所
     高津医221 川崎市高津区子母口４１１－１４常　勤:    1 新規 現存
     エクレール１０５号室 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3217530,222.9 医療法人社団　慶愛会〒213-0015 044-865-8855医療法人社団　慶愛会難波　康夫 平15. 1. 1内   呼   循  診療所
     高津医222 　あおば内科クリニッ川崎市高津区梶ケ谷６－２－８ 常　勤:    1　理事長　難波　康夫 組織変更 アレ 現存
     ク (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3218530,223.7 おかの小児科アレルギ〒213-0011 044-829-2272岡野　裕二 岡野　裕二 平15. 4.15小   アレ 診療所
     高津医223 ー科 川崎市高津区久本３－２－１ウェ常　勤:    1 新規 現存
     ルタワー１Ｆ (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3219530,225.2 高橋内科医院 〒213-0004 044-814-5053髙橋　重人 髙橋　重人 平15. 6. 1内   リウ アレ診療所
     高津医225 川崎市高津区諏訪１－９－１諏訪常　勤:    1 新規 現存
     平壱番館１０１ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3220530,229.4 はじかの医院 〒213-0005 044-833-3033初鹿野　誠彦 初鹿野　誠彦 平15.11. 1内   小   精  診療所
     高津医229 川崎市高津区北見方３－６－３５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.11. 1
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 3221530,230.2 桐村医院 〒213-0022 044-777-0005医療法人　仁泉会　理桐村　拡明 平20. 8.25一般         3診療所
     高津医230 川崎市高津区千年２００－５ 常　勤:    1事長　桐村　拡明 移動 内   皮   小  現存
     (医       1) 平26. 8.25外   ひ   整外
     非常勤:    1 リハ 他   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3222530,232.8 そうま整形外科 〒213-0001 044-813-7477医療法人社団有心会　相馬　忠信 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     高津医232 川崎市高津区溝口４－１－１７高常　勤:    1理事長　相馬　忠信 組織変更 現存
     津駅前ビル２Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3223530,234.4 大久保クリニック 〒213-0027 044-754-7760大久保　賢治 大久保　賢治 平16. 6. 1内   胃   こう診療所
     高津医234 川崎市高津区野川３９４９久末メ常　勤:    1 新規 外   現存
     ディカルビレッジＡ棟２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3224530,238.5 金子整形外科 〒213-0032 044-850-0105医療法人社団広愛会　金子　修 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     高津医238 川崎市高津区久地４－２４－３０常　勤:    1理事長　金子　修 組織変更 現存
     グリーンスクウェア００３号 (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3225530,239.3 ふじクリニック 〒213-0001 044-850-8383医療法人社団影顕山　藤下　昌彦 平17. 1. 1内   小   循  診療所
     高津医239 川崎市高津区溝口１－８－６－１常　勤:    1理事長　藤下　昌彦 組織変更 消   現存
     Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3226530,243.5 つるや内科クリニック〒213-0011 044-871-0814鶴谷　孝 鶴谷　孝 平17. 5. 2内   消   診療所
     高津医243 川崎市高津区久本１－６－５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3227530,245.0 宮川内科医院 〒213-0001 044-822-7527宮川　浩 宮川　浩 平17. 4.25内   診療所
     高津医245 川崎市高津区溝口１－６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3228530,246.8 津田山クリニック 〒213-0033 044-850-8424横山　護 横山　護 平17. 6. 1内   外   診療所
     高津医246 川崎市高津区下作延６－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3229530,247.6 野川整形外科 〒213-0027 044-777-2811医療法人社団　友和会嶋﨑　宣孝 平17. 6. 1整外 皮   リハ診療所
     高津医247 川崎市高津区野川３６２５－１メ常　勤:    2　理事長　嶋﨑　宣孝 組織変更 麻   リウ 現存
     ディカルクリア野川１Ｆ (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3230530,250.0 はたけやま整形外科 〒213-0026 044-750-2388畠山　広明 畠山　広明 平18. 1.15整外 リハ 診療所
     高津医250 川崎市高津区久末１８０５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3231530,253.4 医療法人社団　田中ク〒213-0027 044-740-5252医療法人社団　田中ク田中　柳水 平18. 5. 1脳外 整外 リハ診療所
     高津医253 リニック 川崎市高津区野川３９４９久末メ常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     ディカルヴィレッジＡ棟１Ｆ (医       1)中　柳水 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3232530,254.2 ハタカズコ婦人クリニ〒213-0021 044-766-6263医療法人社団　メディ秦　和子 平19. 9. 1産婦 診療所
     高津医254 ック 川崎市高津区千年新町２８－９ 常　勤:    1カルサブ　理事長　秦 移動 現存
     (医       1)　和子 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3233530,255.9 医療法人社団　彩新会〒213-0012 044-829-1153医療法人社団　彩新会俵　美河 平18. 7. 1内   小   外  診療所
     高津医255 　ＫＳＰクリニック 川崎市高津区坂戸３－２－１ＫＳ常　勤:    1　理事長　大矢　和光 新規 消   現存
     Ｐ西５０３号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3234530,257.5 一般財団法人　京浜保〒213-0034 044-330-4567一般財団法人京浜保健河原　弘規 平18. 9. 1内   外   婦  診療所
     高津医257 健衛生協会診療所 川崎市高津区上作延８１１－１ 常　勤:    2衛生協会　代表理事　 新規 現存
     (医       2)矢作　淳 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3235530,258.3 たかぎ内科クリニック〒213-0011 044-829-1002髙木　淳彦 髙木　淳彦 平18.12. 1内   消   皮  診療所
     高津医258 川崎市高津区久本３－１４－１－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3236530,259.1 溝の口メンタルクリニ〒213-0001 044-833-6262上村　誠 上村　誠 平19. 1.15精   神   心内診療所
     高津医259 ック 川崎市高津区溝口２－１４－３　常　勤:    1 新規 現存
     ＭＳビル２Ｆ (医       1) 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3237530,261.7 溝の口胃腸科・内科ク〒213-0012 044-850-0330石川　泰郎 石川　泰郎 平19. 4. 1内   外   皮  診療所
     高津医261 リニック 川崎市高津区坂戸１－６－２０　常　勤:    1 新規 心内 精   他  現存
     ハイランド・ベイ溝の口１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3238530,264.1 くじこどもクリニック〒213-0032 044-850-9391医療法人　順啓会　理丸山　啓子 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     高津医264 川崎市高津区久地４－２４－３０常　勤:    1事長　丸山　啓子 組織変更 現存
     グリーンスクエア００５号室 (医       1) 平25. 5. 1
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 3239530,265.8 ゆめこどもクリニック〒213-0027 044-751-9995医療法人　ゆめこども林　毅陸 平19. 5. 1小   診療所
     高津医265 川崎市高津区野川３９５０久末メ常　勤:    1　理事長　林　毅陸 組織変更 現存
     ディカルビレッジＢ棟２Ｆ－Ｂ号(医       1) 平25. 5. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3240530,266.6 つきおかメディカルク〒213-0021 044-766-3438月岡　稔雄 月岡　稔雄 平19.10. 1内   皮   診療所
     高津医266 リニック 川崎市高津区千年新町２８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3241530,268.2 国島医院 〒213-0033 044-877-3871國島　友之 國島　友之 平25. 7.16内   呼内 小  診療所
     高津医268 川崎市高津区下作延３－２２－７常　勤:    1 移動 精   現存
     (医       1) 平25. 7.16循内　糖内　消
     非常勤:    3 内
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3242530,270.8 みぞのくち北口眼科 〒213-0001 044-829-1155医療法人社団　盛光会辻　多恵子 平19.10.15眼   診療所
     高津医270 川崎市高津区溝口１－７－５　末常　勤:    1　理事長　宮川　達夫 組織変更 現存
     広堂ビル５階 (医       1) 平25.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3243530,271.6 医療法人社団　和啓会〒213-0033 044-861-2030医療法人社団　和啓会南　陸彦 平20. 1. 1一般 診療所
     高津医271 　メディクスクリニッ川崎市高津区下作延５－１１－１常　勤:    2　理事長　高橋　周二 新規     一般    16現存
     ク溝の口 ２　１Ｆ・２Ｆ (医       2) 平26. 1. 1内   呼   アレ
     非常勤:   13 消   
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3244530,272.4 医療法人社団　じあい〒213-0001 044-829-6656医療法人社団　じあい城端　規生 平20.10.16放   内   診療所
     高津医272 会　メディカルスキャ川崎市高津区溝口２－１６－１ジ常　勤:    1会　理事長　今村　利 組織変更 現存
     ニング溝の口クリニッブラルタ生命溝ノ口ビル１Ｆ (医       1)朗 平26.10.16
     ク 非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3245530,275.7 四季の森クリニック 〒213-0033 044-750-8338中野　康 中野　康 平21.11. 1皮   ひ   診療所
     高津医275 川崎市高津区下作延２－４－３溝常　勤:    1 新規 現存
     の口メディカルモール２Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3246530,276.5 いずみ医院 〒213-0033 044-750-8533藤代　典子 藤代　典子 平21.11. 1心内 他   診療所
     高津医276 川崎市高津区下作延２－４－３溝常　勤:    1 新規 現存
     の口メディカルモール４Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3247530,277.3 もぎたて耳鼻咽喉科 〒213-0011 044-865-4187医療法人もぎたて　理茂木立　学 平21.11. 1耳い 診療所
     高津医277 川崎市高津区久本１－２－５関口常　勤:    1事長　茂木立　学 交代 現存
     第一ビル４Ｆ－４０１ (医       1) 平21.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3248530,280.7 溝の口　慶友クリニッ〒213-0011 044-850-8080岩田　憲治 岩田　憲治 平22. 4. 1内   外   他  診療所
     高津医280 ク 川崎市高津区久本３－１－３１Ｕ常　勤:    1 新規 現存
     －ＬＡＮＤ溝の口ビル４Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3249530,285.6 医療法人社団　裕紀会〒213-0033 044-861-0950医療法人社団　裕紀会武井　裕 平23. 1. 1内   外   呼外診療所
     高津医285 　武井クリニック 川崎市高津区下作延２－７－２６常　勤:    2　理事長　武井　裕 交代 心外 小外 他  現存
     　シティフォーラム溝ノ口１０１(医       2) 平23. 1. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3250530,286.4 ねむのき皮膚科 〒213-0001 044-271-8316医療法人社団　合歓木中須　一郎 平23. 1. 1皮   診療所
     高津医286 川崎市高津区溝口１－７－５　末常　勤:    1　理事長　中須　一郎 交代 現存
     広堂ビル３Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3251530,287.2 医療法人社団　慧愛会〒213-0001 044-850-8341医療法人社団　慧愛会池田　貴子 平23. 2. 1婦   他   診療所
     高津医287 　優ウイメンズクリニ川崎市高津区溝口３－７－１　フ常　勤:    1　理事長　渡邉　裕太 交代 現存
     ック ロントビル　４Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3252530,289.8 ノクティプラザあすな〒213-0001 044-328-5076医療法人社団　志直会森田　史朗 平23. 3. 1眼   診療所
     高津医289 ろ眼科 川崎市高津区溝口１－４－１　ノ常　勤:    1　理事長　須賀　貴昭 交代 現存
     クティプラザ第２街区ビルＢ１Ｆ(医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3253530,291.4 溝の口駅前睡眠クリニ〒213-0001 044-850-8800三枝　華子 三枝　華子 平23. 4. 1耳い 診療所
     高津医291 ック 川崎市高津区溝口１－６－１　ク常　勤:    1 新規 現存
     レール溝口３Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3254530,292.2 長瀬クリニック 〒213-0033 044-870-5225長瀨　良彦 長瀨　良彦 平23. 5. 1内   小   他  診療所
     高津医292 川崎市高津区下作延３－３－１０常　勤:    1 新規 現存
     　スルバリエ梶ヶ谷２０４ (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3255530,294.8 猿谷耳鼻咽喉科医院 〒213-0001 044-822-3741医療法人社団　天竜堂猿谷　昌司 平23. 6. 1耳い 診療所
     高津医294 川崎市高津区溝口３－１０－３８常　勤:    1　理事長　猿谷　昌司 交代 現存
     　猿谷ビル１Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3256530,295.5 鈴木医院 〒213-0001 044-822-3065鈴木　宗紀 鈴木　宗紀 平23. 6.14内   他   診療所
     高津医295 川崎市高津区溝口２－１８－４６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3257530,297.1 医療法人社団　和啓会〒213-0033 044-813-2318医療法人社団　和啓会田中　武則 平23.10. 1内   診療所
     高津医297 　メディクス溝の口ガ川崎市高津区下作延５－２９－１常　勤:    1　理事長　高橋　周二 新規 現存
     ーデンクリニック (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3258530,298.9 北浜こどもクリニック〒213-0033 044-870-7055医療法人社団　ペルセ北濱　直 平24. 5. 1小   アレ 内  診療所
     高津医298 川崎市高津区下作延３－３－１０常　勤:    1ウス　理事長　北濱　 交代 婦   現存
     スルバリエ梶ヶ谷２Ｆ (医       1)直 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3259530,299.7 医療法人社団Ｏｎｅ‐〒213-0013 044-712-3366医療法人社団Ｏｎｅ‐染谷　貴志 平24. 5. 1内   他   診療所
     高津医299 ｆｏｒ‐ａｌｌ　そめ川崎市高津区末長１－４５－１秋常　勤:    1ｆｏｒ‐ａｌｌ　理事 交代 現存
     や内科クリニック 本ビル１Ｆ (医       1)長　染谷　貴志 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3260530,300.3 田園二子クリニック 〒213-0002 044-850-2122山岡　桂太 山岡　桂太 平24. 6. 1内   整外 診療所
     高津医300 川崎市高津区二子５－８－１第３常　勤:    1 新規 現存
     井上ビル２Ｆ－１ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3261530,303.7 木暮クリニック 〒213-0033 044-870-7710医療法人社団　こぐれ木暮　悦子 平24. 6. 1内   他   診療所
     高津医303 川崎市高津区下作延２－４－３　常　勤:    1　理事長　木暮　悦子 交代 現存
     溝の口メディカルモール　３Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3262530,304.5 子母口耳鼻咽喉科医院〒213-0023 044-788-7650岡坂　吉記 岡坂　吉記 平24. 6. 9耳い 診療所
     高津医304 川崎市高津区子母口９７０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 6. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3263530,305.2 成宮医院 〒213-0027 044-766-1701成宮　達善 成宮　達善 平24.10.21内   他   診療所
     高津医305 川崎市高津区野川３７７７－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3264530,306.0 華　アイクリニック 〒213-0001 044-850-3580朴　智華 朴　智華 平25. 2. 1眼   他   診療所
     高津医306 川崎市高津区溝口３－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3265530,307.8 いとう眼科 〒213-0033 044-870-7755伊東　靖人 伊東　靖人 平25. 4. 1眼   他   診療所
     高津医307 川崎市高津区下作延２－４－１５常　勤:    1 新規 現存
     Ｍラインタワー２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3266530,308.6 二子クリニック 〒213-0002 044-812-1717山田　恭司 山田　恭司 平25. 5. 1内   外   他  診療所
     高津医308 川崎市高津区二子１－１１－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3267530,310.2 川崎高津診療所 〒213-0001 044-829-0103医療法人社団ビジョナ松井　英男 平25. 5. 1外   内   皮  診療所
     高津医310 川崎市高津区溝口４－１－３Ｔ・常　勤:    2リー・ヘルスケア　理 交代 現存
     Ｉビルディング４Ｆ (医       2)事長　松井　英男 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3268530,311.0 久地さとう医院 〒213-0031 044-850-9925医療法人社団　清榮会佐藤　浩則 平25. 6. 1内   神内 皮  診療所
     高津医311 川崎市高津区宇奈根６３７－５ 常　勤:    1　理事長　佐藤　浩則 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3269530,312.8 稲毛眼科医院 〒213-0022 044-982-0133稲毛　道憲 稲毛　道憲 平25. 9. 1眼   診療所
     高津医312 川崎市高津区千年６４１－７ＳＫ常　勤:    1 新規 現存
     　Ｂｌｄｇ．Ｉ　１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3270530,313.6 安藤整形外科 〒213-0001 044-811-2711医療法人社団滋恵会　加藤　篤史 平25. 9. 1整外 形外 リハ診療所
     高津医313 川崎市高津区溝口１－５－２ 常　勤:    2理事長　加藤　昌代 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3271531,000.8 さるや皮フ科 〒213-0001 044-820-1123猿谷　佳奈子 猿谷　佳奈子 平25.11. 1皮   診療所
     高津医1000 川崎市高津区溝口４－１３－５北常　勤:    1 新規 現存
     條ビル１Ｆ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 3272531,001.6 かわかみ小児科クリニ〒213-0023 044-740-8822医療法人社団かわかみ川上　章弘 平25.12. 1小   アレ 診療所
     高津医1001 ック 川崎市高津区子母口４９７－２子常　勤:    1小児科クリニック　理 交代 現存
     母口クリニックモール２Ｆ　 (医       1)事長　川上　章弘 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3273531,002.4 しまむらクリニック 〒213-0023 044-788-0008医療法人社団悠翔会　嶌村　健 平25.12. 1内（消・糖・循診療所
     高津医1002 川崎市高津区子母口４９７－２子常　勤:    1理事長　嶌村　健 交代 ） 現存
     母口クリニックモール１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3274531,003.2 千年ファミリークリニ〒213-0022 044-753-0708医療法人怜明会　理事林　ゆき子 平26. 1. 1内   小   皮  診療所
     高津医1003 ック 川崎市高津区千年６３７－４グラ常　勤:    1長　林　ゆき子 交代 現存
     ンドゥールチトセ１Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3275531,004.0 川崎高津クリニック 〒213-0031 044-281-0234医療法人リファインネ小穴　正博 平26. 3. 1内   整外 診療所
     高津医1004 川崎市高津区宇奈根６３８－１メ常　勤:    1ット　理事長　伊藤　 新規 現存
     ディカルヴィレッジ高津Ｈ棟１Ｆ(医       1)龍彦 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3276531,005.7 ハッピースマイルクリ〒213-0001 044-322-0787医療法人千手会　理事千田　要一 平26. 4. 1精   心内 診療所
     高津医1005 ニック 川崎市高津区溝口１－１２－２０常　勤:    1長　千田　要一 交代 現存
     ウエストキャニオンⅡ３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3277531,006.5 子母口整形外科 〒213-0023 044-982-1694青柳　充 青柳　充 平26. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     高津医1006 川崎市高津区子母口４９７－２子常　勤:    1 新規 現存
     母口クリニックモール２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3278531,007.3 はっとりファミリーク〒213-0005 044-455-7341医療法人社団滋徳会　服部　 志 平26. 5. 1内   小   診療所
     高津医1007 リニック 川崎市高津区北見方２－１６－１常　勤:    1理事長　服部　 志 交代 消内 現存
     高津ゆうあいメディカルモール１(医       1) 平26. 5. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3279531,008.1 溝の口駅前皮膚科 〒213-0001 044-712-5030玉城　有紀 玉城　有紀 平26. 7. 1皮   診療所
     高津医1008 川崎市高津区溝口２－９－１２マ常　勤:    1 新規 現存
     ルヒロビル６－２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3280540,012.2 中沢診療所 〒214-0037 044-966-2229中沢　弥生 中沢　弥生 昭32.10.20内   小   診療所
     多医12 川崎市多摩区西生田２－１１－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.20
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 3281540,017.1 高橋医院 〒214-0013 044-911-4144高橋　友一 高橋　友一 昭34. 5. 1一般         7診療所
     多医17 川崎市多摩区登戸新町４４９－２常　勤:    1 外   皮   性  現存
     (医       1) 平22. 5. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3282540,040.3 医療法人新光会　生田〒214-0037 044-966-2151医療法人新光会　理事安齋　成一郎 昭38. 1. 1精神       300病院
     (546,040.7) 病院 川崎市多摩区西生田５－２４－１常　勤:   11長　櫻井　信行 精   歯   内  現存
     多医40 (医      11) 平23. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3283540,046.0 杉医院 〒214-0012 044-911-7012杉　俊二 杉　俊二 昭39. 6. 1一般         5診療所
     多医46 川崎市多摩区中野島２丁目７番１常　勤:    1 産婦 現存
     ２号 (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3284540,058.5 上西診療所 〒214-0034 044-911-5455上西　康 上西　康 昭41.12.15内   精   神  診療所
     多医58 川崎市多摩区三田１－２１－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3285540,069.2 前田医院 〒214-0011 044-944-2182前田　暢彦 前田　暢彦 昭54. 7. 1呼   外   皮  診療所
     多医69 川崎市多摩区布田１０－８ 常　勤:    1 麻   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3286540,072.6 川崎市多摩保健所 〒214-0014 044-935-3113川崎市長 林　さわ子 平 9. 1.20内   診療所
     多医72 川崎市多摩区登戸１７７５－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3287540,107.0 山崎クリニック 〒214-0037 044-955-1331山崎　晴義 山崎　晴義 昭53. 5. 1内   小   診療所
     多医107 川崎市多摩区西生田３－２６－７ 現存
     平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3288540,119.5 白岩耳鼻咽喉科医院 〒214-0014 044-932-1678白岩　恒男 白岩　恒男 昭54.10. 1耳   い   診療所
     多医119 川崎市多摩区登戸１９１７第五井常　勤:    1 現存
     出ビル２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3289540,121.1 コクボ診療所 〒214-0023 044-932-1337国保　久光 国保　久光 平 7. 9. 1神内 精   診療所
     多医121 川崎市多摩区長尾７－３－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3290540,125.2 たまこどもクリニック〒214-0014 044-933-7474医療法人社団　たまこ野矢　淳子 平19.10.14小   診療所
     多医125 川崎市多摩区登戸２９４８－６ 常　勤:    1どもクリニック　理事 移動 現存
     (医       1)長　野矢　淳子 平25.10.14
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 3291540,126.0 医療法人社団慶神会　〒214-0014 044-911-4050医療法人社団慶神会　武田　龍太郎 昭56.11. 1精神       140病院
     多医126 武田病院 川崎市多摩区登戸３１９３ 常　勤:    9理事長　武田　龍太郎 内   精   心内現存
     (医       9) 平23.11. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3292540,131.0 伊藤医院 〒214-0014 044-911-2020伊藤　宜孝 伊藤　宜孝 昭58. 6. 1小   産婦 診療所
     多医131 川崎市多摩区登戸１２８３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3293540,133.6 西根医院 〒214-0032 044-922-7111西根　晃 西根　晃 昭58. 9.15内   胃   循  診療所
     多医133 川崎市多摩区枡形１－８－３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3294540,134.4 福原皮フ科 〒214-0014 044-932-2878福原　右 福原　右 平15. 1.10皮   診療所
     多医134 川崎市多摩区登戸２２５６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3295540,138.5 吉田内科 〒214-0014 044-932-5611吉田　博美 吉田　博美 昭61. 7. 1内   診療所
     多医138 川崎市多摩区登戸２７１０－６第常　勤:    1 現存
     ２ネスト向ケ丘２０２ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3296540,140.1 石田整形外科 〒214-0039 044-955-9587石田　保夫 石田　保夫 昭61.10.15整外 リハ 診療所
     多医140 川崎市多摩区栗谷３－１－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3297540,144.3 豊田クリニック 〒214-0014 044-933-7755豊田　博史 豊田　博史 昭62.10. 1内   小   診療所
     多医144 川崎市多摩区登戸３２００ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3298540,145.0 木村耳鼻咽喉科 〒214-0012 044-934-1703木村　元俊 木村　元俊 昭63. 4. 1耳い 診療所
     多医145 川崎市多摩区中野島６－２６－１常　勤:    1 現存
     　フジヨシハイム２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3299540,149.2 たま皮フ科 〒214-0039 044-951-2979村上　正之 村上　正之 平15. 2.19皮   診療所
     多医149 川崎市多摩区栗谷３－１－１井田常　勤:    1 移動 現存
     ビル２０８ (医       1) 平21. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3300540,151.8 中村医院 〒214-0013 044-911-2516医療法人社団中村医院中村　全 平元.11. 1内   小   消  診療所
     多医151 川崎市多摩区登戸新町３５８－１常　勤:    1　理事長　中村　全 現存
     (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3301540,152.6 生田クリニック 〒214-0034 044-922-5111医療法人社団生田クリ内田　敬之 平 2. 1. 1内   胃   外  診療所
     多医152 川崎市多摩区三田１－１４－１ 常　勤:    2ニック　理事長　内田 整外 皮   ひ  現存
     (医       2)　善敬 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3302540,155.9 黒須内科クリニック 〒214-0035 044-977-0650黒須　知二 黒須　知二 平 2. 7. 1内   小   診療所
     多医155 川崎市多摩区長沢４－２－９グリ常　勤:    1 現存
     ーンヴァレー松澤２０７ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3303540,156.7 眼科小鹿倉医院 〒214-0014 044-911-4569医療法人社団眼科小鹿小鹿倉　直子 平17. 1. 1眼   診療所
     多医156 川崎市多摩区登戸３３５１－１ 常　勤:    1倉医院　理事長　小鹿 移動 現存
     (医       1)倉　直子 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3304540,159.1 岩城整形外科 〒214-0001 044-945-2215岩城　裕 岩城　裕 平 2.12. 1整外 リハ 診療所
     多医159 川崎市多摩区菅１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3305540,162.5 医療法人社団慈井会　〒214-0021 044-911-3500医療法人社団　慈井会井上　久美子 平 3. 5. 1皮   ひ   産婦診療所
     多医162 井上医院 川崎市多摩区宿河原４－２５－２常　勤:    2　理事長　井上　奈津 外   現存
     (医       2)彦 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3306540,168.2 清水小児科クリニック〒214-0001 044-946-1439清水　晃 清水　晃 平 4. 4.15小   診療所
     多医168 川崎市多摩区菅６－１３－２０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3307540,170.8 中込内科クリニック 〒214-0038 044-933-4522中込　健郎 中込　健郎 平 4. 5. 1内   消   診療所
     多医170 川崎市多摩区生田７－２－１３　常　勤:    1 現存
     ＳＫビル２階 (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3308540,172.4 医療法人社団　藤井整〒214-0014 044-922-0505医療法人社団藤井整形藤井　壯一 平 4. 8. 1整外 麻   リハ診療所
     多医172 形外科 川崎市多摩区登戸３３７５－１第常　勤:    1外科　理事長　藤井　 現存
     ２ＴＳＳビル２Ｆ (医       1)壮一 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3309540,173.2 稲田堤耳鼻咽喉科 〒214-0001 044-944-5533医療法人社団泰成会　重田　泰男 平 5. 4.10耳い 診療所
     多医173 川崎市多摩区菅１－２－３１ 常　勤:    2理事長　重田　泰男 移動 現存
     (医       2) 平23. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3310540,175.7 牛山クリニック 〒214-0004 044-944-8160渕之上　弘道 渕之上　弘道 平 5. 5.15整外 皮   リハ診療所
     多医175 川崎市多摩区菅馬場３－７－５ 新規 外   消   現存
     平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3311540,176.5 原田内科クリニック 〒214-0037 044-955-5261原田　契一 原田　契一 平 5. 8. 1内   診療所
     多医176 川崎市多摩区西生田４－１６－２常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3312540,178.1 稲田小児科医院 〒214-0008 044-944-3828医療法人社団　陽光会堀　ミズ 平15. 2.12小   アレ 診療所
     多医178 川崎市多摩区菅北浦２－２－２４常　勤:    2　理事長　堀　ミズ 移動 現存
     (医       2) 平21. 2.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3313540,180.7 石原内科医院 〒214-0021 044-932-3822医療法人社団　石原内石原　浩 平 5.11. 1内   循   診療所
     多医180 川崎市多摩区宿河原３－１０－３常　勤:    1科医院　理事長　石原 組織変更 現存
     セルシオＩＴＯ　１Ｆ (医       1)　浩 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3314540,182.3 岩瀬内科医院 〒214-0005 044-955-5573岩瀬　清昭 岩瀬　清昭 平 6. 5.15内   診療所
     多医182 川崎市多摩区寺尾台１－４９２３常　勤:    1 新規 現存
     －７０ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3315540,183.1 土屋医院 〒214-0036 044-953-2636医療法人社団土屋医院土屋　広明 平16. 9. 1胃   内   循  診療所
     多医183 川崎市多摩区南生田１－１２－２常　勤:    1　理事長　土屋　広明 移動 外   小   現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3316540,184.9 川崎市多摩休日夜間急〒214-0014 044-933-1120川崎市長 林　さわ子 平 9. 1.18内   小   診療所
     多医184 患診療所 川崎市多摩区登戸１７７５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 1.18
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3317540,186.4 土井医院 〒214-0008 044-945-7155土井　義之 土井　義之 平 7. 5.16内   小   診療所
     多医186 川崎市多摩区菅北浦４－１１－２常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平22. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3318540,188.0 水上内科医院 〒214-0037 044-966-3004医療法人　水上内科医水上　純一 平 7.11. 1内   診療所
     多医188 川崎市多摩区西生田３－９－２６常　勤:    1院　理事長　水上　純 組織変更 現存
     　ミノルビル２Ｆ (医       1)一 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3319540,189.8 やまもとクリニック 〒214-0013 044-900-8760医療法人社団　あおば山本　勝 平 7.11. 1内   小   他  診療所
     多医189 川崎市多摩区登戸新町４０４ 常　勤:    1会　理事長　山本　勝 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3320540,191.4 高橋クリニック 〒214-0022 044-822-8319医療法人社団　高橋ク髙橋　章 平 7.12. 1外   小外 整外診療所
     多医191 川崎市多摩区堰３－５－１４ 常　勤:    1リニック　理事長　髙 組織変更 内   現存
     (医       1)橋　章 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3321540,193.0 向ヶ丘メンタルクリニ〒214-0014 044-911-3663柏田　勉 柏田　勉 平 8. 2. 1精   神   神内診療所
     多医193 ック 川崎市多摩区登戸２６６３東洋ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階Ａ号 (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3322540,194.8 まつもと小児クリニッ〒214-0001 044-946-1173松本　廣伸 松本　廣伸 平 8. 4. 1小   診療所
     多医194 ク 川崎市多摩区菅１－２－３１プラ常　勤:    1 新規 現存
     ザクリエイト２０１ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3323540,196.3 本橋内科クリニック 〒214-0021 044-911-2345本橋　信博 本橋　信博 平 8. 7. 1内   循   消  診療所
     多医196 川崎市多摩区宿河原３－１－６ 常　勤:    1 交代 呼   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3324540,198.9 医療法人社団　恕真会〒214-0014 044-911-2017医療法人社団　恕真会公文　通夫 平 8.12. 1内   呼   循  診療所
     多医198 　公文内科クリニック川崎市多摩区登戸１７９２－２ア常　勤:    1　理事長　公文　通夫 組織変更 現存
     ムクレスト向ヶ丘１階 (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3325540,200.3 稲田堤皮フ科 〒214-0001 044-945-8865栗原　理 栗原　理 平 9. 2. 1皮   診療所
     多医200 川崎市多摩区菅１－４－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3326540,201.1 桜クリニック 〒214-0014 044-934-8122岡野　公一 岡野　公一 平 9. 4. 1内   小   診療所
     多医201 川崎市多摩区登戸３２９２グラン常　勤:    2 新規 現存
     シャリオ１階 (医       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3327540,202.9 伊藤耳鼻咽喉科クリニ〒214-0037 044-951-3387伊藤　博喜 伊藤　博喜 平 9. 5.15耳い 気食 アレ診療所
     多医202 ック 川崎市多摩区西生田３－９－３ク常　勤:    1 新規 現存
     レール読売ランド前２０２，２０(医       1) 平24. 5.15
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3328540,203.7 鈴木産婦人科 〒214-0014 044-911-5000医療法人社団　幸真会鈴木　真 平 9. 5. 1一般        19診療所
     多医203 川崎市多摩区登戸３３５５ 常　勤:    3　理事長　鈴木　真 組織変更 産   婦   現存
     (医       3) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3329540,205.2 医療法人社団　三知会〒214-0012 044-922-9989医療法人社団　三知会三科　正彦 平14. 2.20整外 形外 リハ診療所
     多医205 　中野島整形外科クリ川崎市多摩区中野島６－２６－２常　勤:    2中野島整形外科クリニ 移動 外   現存
     ニック Ｆ＆Ｆハイム１Ｆ (医       2)ック　理事長　三科　 平26. 2.20
     正彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3330540,206.0 医療法人社団　明翔会〒214-0039 044-954-5531医療法人社団　明翔会渡邊　明子 平11. 6. 1小   アレ 診療所
     多医206 　渡辺小児科医院 川崎市多摩区栗谷３－１－１井田常　勤:    1　理事長　渡邊　明子 組織変更 現存
     ビル２０７ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3331540,207.8 岸内科胃腸科医院 〒214-0037 044-966-3256岸　忠宏 岸　忠宏 平11. 7. 1内   胃   消  診療所
     多医207 川崎市多摩区西生田２－２－５ 常　勤:    1 交代 呼   循   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3332540,208.6 森田皮膚科 〒214-0012 044-922-2155森田　誠 森田　誠 平11.10. 1皮   診療所
     多医208 川崎市多摩区中野島３－２７－３常　勤:    1 新規 現存
     ４バードタウン７番館１Ｆ－１０(医       1) 平23.10. 1
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3333540,211.0 医療法人社団　九折会〒214-0038 044-966-8711医療法人社団　九折会中村　健 平13. 4. 1内   外   リハ診療所
     多医211 　中村クリニック 川崎市多摩区生田６－６－５カー常　勤:    1　理事長　中村　健 移動 現存
     サピノ１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334540,212.8 中野島診療所 〒214-0012 044-911-2488髙橋　伸之 髙橋　伸之 平12. 6. 2内   小   皮  診療所
     多医212 川崎市多摩区中野島４－９－１ 常　勤:    1 交代 整外 麻   現存
     (医       1) 平24. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335540,213.6 たま稲田堤眼科 〒214-0001 044-945-8009棚橋　玲子 棚橋　玲子 平12. 9.15眼   診療所
     多医213 川崎市多摩区菅１－２－３１プラ常　勤:    1 新規 現存
     ザクリエイト１０３ (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3336540,214.4 前原医院 〒214-0004 044-944-7000前原　真司 前原　真司 平12.11. 1内   循   消  診療所
     多医214 川崎市多摩区菅馬場１－１－２７常　勤:    1 移動 呼   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3337540,215.1 かじもと整形外科 〒214-0021 044-930-5678梶本　陽司 梶本　陽司 平13. 2.15整外 リハ リウ診療所
     多医215 川崎市多摩区宿河原４－２８－８常　勤:    1 新規 麻   現存
     エスポワール宿河原１Ｆ (医       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3338540,218.5 岡野内科医院 〒214-0014 044-911-2007岡野　敏明 岡野　敏明 平14. 1. 1内   小   放  診療所
     多医218 川崎市多摩区登戸１７３７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3339540,219.3 よしざわ皮フ科クリニ〒214-0014 044-935-0012吉澤　公人 吉澤　公人 平14. 2. 1皮   診療所
     多医219 ック 川崎市多摩区登戸２７１０－６第常　勤:    1 新規 現存
     ２ネスト向ケ丘２０１ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3340540,223.5 ベルズレディースクリ〒214-0014 044-930-5011医療法人社団　幸真会鈴木　由美 平14. 6.15産   婦   診療所
     多医223 ニック 川崎市多摩区登戸３３５１ビオ・常　勤:    1　理事長　鈴木　真 新規 現存
     トープ２０３ (医       1) 平26. 6.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3341540,224.3 中野島北口コガワクリ〒214-0012 044-934-6872古河　哲哉 古河　哲哉 平14. 6.15内   消   診療所
     多医224 ニック 川崎市多摩区中野島６－２６－２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ＆Ｆハイム２Ｆ (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3342540,227.6 町田レディースクリニ〒214-0014 044-911-2176医療法人　慈尚会　理町田　浩通 平18. 6.22一般         6診療所
     多医227 ック 川崎市多摩区登戸２１４１ 常　勤:    1事長　町田　浩通 移動 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平24. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3343540,228.4 橋本眼科医院 〒214-0014 044-933-5995橋本　武光 橋本　武光 平15. 1.31眼   診療所
     多医228 川崎市多摩区登戸１７３９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3344540,229.2 関口内科医院 〒214-0001 044-946-0037関口　信哉 関口　信哉 平15. 4. 1内   循   呼  診療所
     多医229 川崎市多摩区菅２－８－２７第一常　勤:    1 新規 現存
     平山ビル１Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3345540,232.6 多摩脳神経外科 〒214-0014 044-931-0020医療法人社団伸和会　諌山　和男 平15. 7. 1脳外 内   リハ診療所
     多医232 川崎市多摩区登戸１７８０トセキ常　勤:    1理事長　諌山　和男 組織変更 整外 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3346540,234.2 医療法人　徳真会　西〒214-0001 044-944-2260医療法人　徳真会　理西村　真 平15.10. 1内   外   整外診療所
     多医234 村クリニック 川崎市多摩区菅２－４－２サニー常　勤:    1事長　西村　真 組織変更 こう 皮   他  現存
     サイド２０２ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3347540,236.7 木下医院 〒214-0013 044-911-5339木下　藤英 木下　藤英 平16. 2. 1整外 リハ 診療所
     多医236 川崎市多摩区登戸新町９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 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   374 頁

 3348540,239.1 クリニックはまだ 〒214-0014 044-337-7880濱田　龍之介 濱田　龍之介 平16. 9. 1精   神   心内診療所
     多医239 川崎市多摩区登戸３５０８コアク常　勤:    1 新規 現存
     レスト登戸１Ｅ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3349540,241.7 牧野クリニック 〒214-0012 044-931-6677医療法人牧野クリニッ牧野　秀樹 平17. 1. 1ひ   内   診療所
     多医241 川崎市多摩区中野島３－２７－３常　勤:    1ク　理事長　牧野　秀 組織変更 現存
     ４バードタウン７番館１Ｆ (医       1)樹 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3350540,242.5 中野島くろかわ眼科 〒214-0012 044-932-4196黒川　克雄 黒川　克雄 平17. 5. 1眼   診療所
     多医242 川崎市多摩区中野島３－１４－３常　勤:    1 新規 現存
     ７ステラガーデン１Ｆ１０２号室(医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3351540,245.8 向ヶ丘久保田内科 〒214-0014 044-932-0161医療法人社団　優久会久保田　章 平17. 6. 1内   消   循  診療所
     多医245 川崎市多摩区登戸２７０８－１Ｙ常　勤:    1　理事長　久保田　章 組織変更 現存
     Ｍビル３Ｆ・４Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3352540,248.2 大森医院 〒214-0036 044-911-9290石川　信子 石川　信子 平17. 8. 1小   内   診療所
     多医248 川崎市多摩区南生田７－２０－２常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3353540,250.8 宿河原津田眼科クリニ〒214-0021 044-930-2101医療法人　光彩会　理鈴木　政徳 平17.10. 1眼   診療所
     多医250 ック 川崎市多摩区宿河原３－１２－７常　勤:    2事長　津田　則子 新規 現存
     大津医療ビル (医       2) 平23.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3354540,251.6 鈴木内科医院 〒214-0013 044-911-4347鈴木　雅之 鈴木　雅之 平17.10. 1内   消   診療所
     多医251 川崎市多摩区登戸新町１８８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3355540,254.0 登戸診療所 〒214-0014 044-933-7780医療法人社団　心翠会飯田　茂 平18. 1. 1内   精   心内診療所
     多医254 川崎市多摩区登戸３３７５－１第常　勤:    1　理事長　飯田　茂 組織変更 現存
     ２ＴＳＳビル３０１ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3356540,255.7 久保田診療所 〒214-0021 044-911-4417久保田　風生 久保田　風生 平18. 1. 1小   内   アレ診療所
     多医255 川崎市多摩区宿河原４－２１－２常　勤:    2 交代 胃   現存
     ３ (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3357540,256.5 川崎市立多摩病院 〒214-8525 044-933-8111川崎市長 鈴木　通博 平18. 2. 1一般       376地域支援
     (546,256.9) 川崎市多摩区宿河原１－３０－３常　勤:   97 新規 内   神内 アレ病院
     多医256 ７ (医      94) 平24. 2. 1リウ 精   小  現存
     (歯       3) 外   呼外 心外
     非常勤:   22 脳外 整外 形外
     (医      22) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   歯外 リハ
     呼内 病理 
     循内　消内　血
     内　糖内　腎内
     　消外　乳外　
     小外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3358540,257.3 こう内科クリニック 〒214-0014 044-930-7731洪　基哲 洪　基哲 平18. 4. 1内   循   呼  診療所
     多医257 川崎市多摩区登戸２７６６－５Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     Ｋビル１０１ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3359540,258.1 若松整形外科 〒214-0014 044-712-3322若松　次郎 若松　次郎 平18. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     多医258 川崎市多摩区登戸２６９２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3360540,259.9 多摩泌尿器科クリニッ〒214-0014 044-922-6810野村　栄 野村　栄 平18. 4. 1ひ   性   診療所
     多医259 ク 川崎市多摩区登戸３０５５－１ラ常　勤:    1 新規 現存
     イフピュア手塚Ｂ号 (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3361540,262.3 医療法人社団　藤田ク〒214-0012 044-930-7717医療法人社団　藤田ク藤田　毅 平18. 5. 1内   胃   外  診療所
     多医262 リニック 川崎市多摩区中野島３－１４－３常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     ７ステラガーデン１０３ (医       1)田　毅 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3362540,263.1 大倉消化器科外科クリ〒214-0006 044-969-7017大倉　聡 大倉　聡 平18. 8. 1消   胃   外  診療所
     多医263 ニック 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3363540,264.9 ともこ皮ふ科 〒214-0006 044-873-8010大塚　知子 大塚　知子 平18. 8. 1皮   診療所
     多医264 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3364540,265.6 つじ内科クリニック 〒214-0006 044-966-7666辻　正人 辻　正人 平18. 8. 1内   循   診療所
     多医265 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3365540,266.4 よみうりランド準夜ク〒214-0006 044-969-7055北本　清 北本　清 平18. 8. 1内   小   診療所
     多医266 リニック 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3366540,267.2 豊栄会　稲田堤メディ〒214-0001 044-945-0160医療法人社団　豊栄会安彦　篤 平18.10. 1内   外   整外診療所
     多医267 カルクリニック 川崎市多摩区菅２－１５－５ 常　勤:    1　理事長　井上　重利 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1消内　肛外
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3367540,268.0 池田小児科医院 〒214-0012 044-933-2633医療法人社団　アイエ積田　綾子 平19. 1. 1小   診療所
     多医268 川崎市多摩区中野島３－１５－１常　勤:    1フ　理事長　積田　綾 組織変更 現存
     ５ (医       1)子 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3368540,269.8 登戸浅井皮膚科 〒214-0014 044-922-4847根本　威志 根本　威志 平19. 3. 1皮   診療所
     多医269 川崎市多摩区登戸２５７８－１　常　勤:    1 新規 現存
     登戸ハイデンス１Ｆ１１号 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3369540,272.2 しんたに耳鼻咽喉科ク〒214-0014 044-911-2238新谷　敏晴 新谷　敏晴 平19. 5. 1耳い 診療所
     多医272 リニック 川崎市多摩区登戸３３５６－１　常　勤:    1 新規 現存
     ルークス２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3370540,274.8 高山整形外科 〒214-0037 044-959-5828医療法人　景眞会　理高山　景範 平19. 6. 1整外 診療所
     多医274 川崎市多摩区西生田３－９－３０常　勤:    1事長　高山　景範 組織変更 現存
     　ヤマダビル２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3371540,275.5 大串整形外科 〒214-0014 044-932-0094医療法人社団　慶晃会大串　一彦 平19. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     多医275 川崎市多摩区登戸１８０１－１瑞常　勤:    4　理事長　大串　一彦 組織変更 現存
     穂第一ビル２Ｆ (医       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3372540,276.3 医療法人社団　登戸ク〒214-0014 044-933-7600医療法人社団　登戸ク友 　忠寿 平19. 7. 1内   循   診療所
     多医276 リニック 川崎市多摩区登戸２５６９　田中常　勤:    1リニック　理事長　友 組織変更 現存
     ひまわりビル１階および２階２０(医       1) 　忠寿 平25. 7. 1
     ３号室 非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3373540,280.5 多摩ハートケアクリニ〒214-0014 044-281-0201高橋　延和 高橋　延和 平20.12. 1内   心内 精  診療所
     多医280 ック 川崎市多摩区登戸２１３０－２ア常　勤:    1 新規 他   現存
     トラスタワー向ヶ丘遊園２０８ (医       1) 平20.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3374540,281.3 宮部耳鼻咽喉科医院 〒214-0038 044-922-8193宮部　聡 宮部　聡 平20.12.25耳い アレ 診療所
     多医281 川崎市多摩区生田７－２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平20.12.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3375540,283.9 てづか内科・循環器ク〒214-0001 044-281-3266手塚　尚紀 手塚　尚紀 平21. 4. 1内   他   診療所
     多医283 リニック 川崎市多摩区菅１－５－１２エピ常　勤:    1 新規 現存
     ドール稲田堤１Ａ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3376540,284.7 コハル内科 〒214-0001 044-949-1555鈴木　春彦 鈴木　春彦 平21. 6. 1内   アレ 診療所
     多医284 川崎市多摩区菅４－１－１コント常　勤:    1 新規 現存
     ライ１０１ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3377540,285.4 医療法人社団　桜実会〒214-0014 044-742-8733医療法人社団　桜実会大屋　喜章 平21. 5. 7内   外   神内診療所
     多医285 　さつきクリニック 川崎市多摩区登戸３０２４リバテ常　勤:    1　理事長　大屋　喜章 組織変更 現存
     ィーハイツ１Ｆ (医       1) 平21. 5. 7
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3378540,288.8 海野眼科 〒214-0014 044-932-0378海野　公司 海野　公司 平21.10. 1眼   診療所
     多医288 川崎市多摩区登戸２７８９ダイエ常　勤:    1 新規 現存
     ー向ヶ丘店別館２Ｆ (医       1) 平21.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3379540,293.8 つばきクリニック 〒214-0012 044-933-5876医療法人社団　星の砂有馬　潤一 平22.10. 1内   診療所
     多医293 川崎市多摩区中野島１６５５－１常　勤:    1　理事長　大城　堅一 新規 現存
     　１Ｆ (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3380540,294.6 多摩クリニック 〒214-0011 044-944-2558櫻井　淳 櫻井　淳 平23. 1. 1内   診療所
     多医294 川崎市多摩区布田２－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3381540,295.3 医療法人社団　善仁会〒214-0014 044-932-0232医療法人社団　善仁会宮本　千之 平23. 4. 1他   診療所
     多医295 　多摩向ヶ丘腎クリニ川崎市多摩区登戸１７８０　トセ常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     ック キビル４Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3382540,296.1 医療法人社団　聖桜会〒214-0036 044-969-1211医療法人社団　聖桜会須田　直史 平23. 4. 1内   他   診療所
     多医296 　須田メディカルクリ川崎市多摩区南生田４－２０－２常　勤:    1　理事長　須田　直史 交代 現存
     ニック (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3383540,297.9 登戸内科・脳神経クリ〒214-0013 044-930-1050加茂　力 加茂　力 平23. 6. 1内   神内 リハ診療所
     多医297 ニック 川崎市多摩区登戸新町４３４ 常　勤:    1 新規 脳外 現存
     (医       1) 平23. 6. 1循内　脳内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3384540,298.7 たちばな耳鼻咽喉科 〒214-0014 044-933-4187橘　伸哉 橘　伸哉 平24. 1. 1耳い 診療所
     多医298 川崎市多摩区登戸２１３０－２ア常　勤:    1 新規 現存
     トラスタワー向ヶ丘遊園　２０７(医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3385540,299.5 かえでファミリークリ〒214-0023 044-930-0330櫛笥　永晴 櫛笥　永晴 平24. 4. 1内   小   診療所
     多医299 ニック 川崎市多摩区長尾５－２－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3386540,302.7 稲田登戸クリニック 〒214-0008 044-819-7737松本　秀平 松本　秀平 平24. 5. 1内   診療所
     多医302 川崎市多摩区菅北浦４－３－１オ常　勤:    1 新規 現存
     ークヒルズ１０１ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3387540,304.3 医療法人社団　明晃会〒214-0001 044-299-8730医療法人社団　明晃会田村　憲平 平24. 6. 1皮   整外 診療所
     多医304 　いなだ整形外科ひふ川崎市多摩区菅２－１－２１ 常　勤:    3　理事長　野村　房江 交代 現存
     科 (医       3) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3388540,305.0 ふじえ眼科 〒214-0012 044-935-0609藤江　敬子 藤江　敬子 平24. 9. 1眼   診療所
     多医305 川崎市多摩区中野島３－２７－３常　勤:    1 交代 現存
     ４バードタウン７番館１０８号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3389540,306.8 あさい内科医院 〒214-0014 044-933-8877淺井　洋貴 淺井　洋貴 平24.12. 1内   他   診療所
     多医306 川崎市多摩区登戸５３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3390540,307.6 南生田レディースクリ〒214-0036 044-930-3223石川　雅一 石川　雅一 平25. 1. 1他   診療所
     多医307 ニック 川崎市多摩区南生田７－２０－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3391540,308.4 医療法人社団家族の森〒214-0013 044-930-5556医療法人社団家族の森大橋　博樹 平24.12. 4内   小   外  診療所
     多医308 　多摩ファミリークリ川崎市多摩区登戸新町３３７エニ常　勤:    3　理事長　大橋　博樹 交代 現存
     ニック ービル１Ｆ (医       3) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3392540,310.0 あんどう眼科向ヶ丘遊〒214-0014 044-931-0800医療法人社団慶聖会　安藤　一郎 平25. 1. 1眼   診療所
     多医310 園クリニック 川崎市多摩区登戸２１３０－２ア常　勤:    1理事長　安藤　一郎 交代 現存
     トラスタワー向ヶ丘遊園２０１ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3393540,311.8 きしろメンタルクリニ〒214-0014 044-930-1231医療法人社団聖眞会　木代　眞樹 平25. 1. 1精   心内 診療所
     多医311 ック 川崎市多摩区登戸２７１０－６　常　勤:    1理事長　木代　眞樹 交代 現存
     第２ネスト向ヶ丘１０２号 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3394540,312.6 大串仁愛整形外科 〒214-0021 044-931-6220医療法人社団　慶晃会竹内　仁煥 平25. 6. 1整外 リハ 診療所
     多医312 川崎市多摩区宿河原２－３０－４常　勤:    1　理事長　大串　一彦 新規 現存
     ジーエス向ヶ丘１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3395541,000.6 向ヶ丘胃腸・肛門クリ〒214-0014 044-911-0407櫻井　丈 櫻井　丈 平26. 4. 1内   外   診療所
     多医1000 ニック 川崎市多摩区登戸２６６２－１プ常　勤:    1 新規 消内　肛外　胃現存
     ラザ向ヶ丘遊園３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1内
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3396541,001.4 むこうがおかクリニッ〒214-0014 044-934-3217髙木　秀学 髙木　秀学 平26. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     多医1001 ク 川崎市多摩区登戸２７７５－１ケ常　勤:    1 新規 皮   現存
     イジンビル１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1循内　消内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3397541,002.2 たまふれあいクリニッ〒214-0032 044-931-3380医療法人メディカルク鈴木　忠 平26. 5. 1内   診療所
     多医1002 ク 川崎市多摩区枡形２－２４－６エ常　勤:    1ラスタ　理事長　鈴木 交代 現存
     スペランザ枡形１Ｆ１０１ (医       1)　忠 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3398541,003.0 にし整形外科ペインク〒214-0003 044-701-2499西　勇樹 西　勇樹 平26. 6. 1整外 リハ 診療所
     多医1003 リニック 川崎市多摩区菅稲田堤１－１７－常　勤:    1 新規 ペイン内 現存
     ２８カーサフトゥールム１Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3399541,004.8 たま耳鼻咽喉科 〒214-0014 044-930-3387医療法人紫生会　理事及川　貴生 平26. 7. 1耳い アレ 診療所
     多医1004 川崎市多摩区登戸１８４２Ｍ’ｓ常　勤:    1長　及川　貴生 交代 小耳い 現存
     　ｃｏｒｅ　１Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3400541,005.5 渡辺耳鼻咽喉科 〒214-0021 044-931-5115渡 　昭司 渡 　昭司 平26. 8. 1耳い 診療所
     多医1005 川崎市多摩区宿河原４－２５－２常　勤:    1 新規 現存
     、１０１ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3401541,006.3 稲田堤駅前脳神経外科〒214-0003 044-712-3667荘司　光彦 荘司　光彦 平26. 9. 1脳外 内   小  診療所
     多医1006 内科クリニック 川崎市多摩区菅稲田堤１－１７－ 新規 皮   現存
     ２８－２０１ 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3402541,007.1 ひとみ・山口眼科 〒214-0039 044-953-1216緒方　ひとみ 緒方　ひとみ 平26. 9. 1眼   診療所
     多医1007 川崎市多摩区栗谷３－１－１井田 交代 現存
     ビル２０５ 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3403541,008.9 読売ランド前すわクリ〒214-0037 044-712-5938諏訪　敏之 諏訪　敏之 平26.10.14内   外   診療所
     多医1008 ニック 川崎市多摩区西生田１－８－１－常　勤:    1 新規 消内 現存
     １０２ (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3404550,005.3 五所塚診療所 〒216-0021 044-911-6705浜島　秀典 浜島　秀典 昭39. 1.15内   小   放  診療所
     宮医5 川崎市宮前区五所塚１－２１－４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3405550,008.7 医療法人愛生会　有馬〒216-0003 044-866-3315医療法人愛生会有馬病大沼　秀樹 昭40. 9. 1一般        29病院
     宮医8 病院 川崎市宮前区有馬３－１０－７ 常　勤:    1院　理事長　大沼　秀 療養         8現存
     (医       1)樹 平22. 9. 1介護        32
     非常勤:   25 内   胃   外  
     (医      25) 整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3406550,023.6 一般財団法人聖マリア〒216-0003 044-877-5522財団法人聖マリアンナ石垣　達也 昭46.11.15精神       297病院
     宮医23 ンナ会　東横惠愛病院川崎市宮前区有馬４－１７－２３常　勤:   11会　理事長　赤尾　保 内   精   神  現存
     (医      11)志 平22.11.15
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3407550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 044-977-8111学校法人聖マリアンナ尾崎　承一 昭60.10. 1一般     1,156特定機能
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 常　勤:  609医科大学　理事長　明 精神        52病院
     (医     609)石　勝也 平24.10. 1内   神内 リウ現存
     非常勤:  199 小   心外 呼外
     (医     199) 小外 脳外 整外
     形外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   麻   病理
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3408550,032.7 むとう小児科クリニッ〒216-0005 044-855-1543武藤　正之 武藤　正之 平26. 7. 1小   診療所
     宮医32 ク 川崎市宮前区土橋３－２－１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3409550,033.5 サギヌマ眼科 〒216-0004 044-855-6763山口　訓子 山口　訓子 昭51. 2. 1眼   診療所
     宮医33 川崎市宮前区鷺沼１－９－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3410550,034.3 サギヌマ耳鼻咽喉科 〒216-0004 044-855-6763山口　雅士 山口　雅士 昭51. 2. 1耳い 診療所
     宮医34 川崎市宮前区鷺沼１－９－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3411550,036.8 隅田小児科 〒216-0005 044-855-5711隅田　展廣 隅田　展廣 昭51. 3.15小   診療所
     宮医36 川崎市宮前区土橋６－１５－１宮常　勤:    2 現存
     前平パームハウスＢ－１１５ (医       2) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3412550,038.4 宮崎台クリニック 〒216-0033 044-855-6535泉　正紀 泉　正紀 昭51. 6. 1内   胃   循  診療所
     宮医38 川崎市宮前区宮崎３－１４－２３常　勤:    1 小   皮   放  現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3413550,040.0 木山医院 〒216-0023 044-855-3341木山　 夫 木山　 夫 昭52. 1. 1耳い 診療所
     宮医40 川崎市宮前区けやき平８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3414550,047.5 薄井胃腸科外科 〒216-0003 044-854-1928薄井　武人 薄井　武人 昭53. 3.15胃   外   皮  診療所
     宮医47 川崎市宮前区有馬１－１－１８ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3415550,051.7 後藤整形・形成外科 〒216-0004 044-854-5100後藤　健吉 後藤　健吉 昭54. 7. 1整外 形外 リハ診療所
     宮医51 川崎市宮前区鷺沼１－１１－１デ常　勤:    1 現存
     ィックマンション２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
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 3416550,052.5 長畑小児科医院 〒216-0003 044-855-7337長畑　節子 長畑　節子 昭54. 8. 1小   診療所
     宮医52 川崎市宮前区有馬５－１７－２１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3417550,058.2 加藤クリニック 〒216-0033 044-855-7330加藤　剛志 加藤　剛志 昭56. 5. 1内   小   診療所
     宮医58 川崎市宮前区宮崎２－１２－１宮常　勤:    1 現存
     崎台プラザビル (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3418550,062.4 川崎市宮前保健所 〒216-0006 044-856-3113川崎市長 益子　まり 昭57. 7. 1内   診療所
     宮医62 川崎市宮前区宮前平２－２０－５常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3419550,066.5 さぎぬまクボタ眼科 〒216-0007 044-852-2188久保田　治 久保田　治 昭59. 6. 1眼   診療所
     宮医66 川崎市宮前区小台１－１７－５サ 現存
     ンマンション鷺沼１Ｆ 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3420550,067.3 川崎市宮前休日急患診〒216-0002 044-853-2133川崎市長 益子　まり 昭59.12.15内   小   診療所
     宮医67 療所 川崎市宮前区東有馬２－１３－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3421550,068.1 宮前平医院 〒216-0005 044-854-1131青山　弘毅 青山　弘毅 昭60.12. 1内   整外 形外診療所
     (556,068.5) 川崎市宮前区土橋２－１－３０ 常　勤:    1 リハ 歯   小歯現存
     宮医68 (歯       1) 平21.12. 1歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3422550,071.5 医療法人　向ケ丘整形〒216-0011 044-977-6781医療法人向ケ丘整形外山本　穣 昭62. 2. 1一般        19診療所
     宮医71 外科 川崎市宮前区犬蔵１－２３－７ 常　勤:    1科　理事長　山本　穣 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平23. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3423550,077.2 松本整形外科 〒216-0033 044-888-0300松本　英孝 松本　英孝 昭63. 9. 1整外 診療所
     宮医77 川崎市宮前区宮崎１－８－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3424550,080.6 細川皮膚科医院 〒216-0025 044-876-0051細川　力也 細川　力也 昭64. 1. 1皮   診療所
     宮医80 川崎市宮前区白幡台１－１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3425550,083.0 好生堂医院 〒216-0001 044-766-7539医療法人社団好生堂医田村　俊 平 2. 1. 1一般         3診療所
     宮医83 川崎市宮前区野川９６３ 常　勤:    2院　理事長　田村　俊 内   小   神内現存
     (医       2) 平23. 1. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3426550,086.3 小林外科胃腸科 〒216-0031 044-877-3006医療法人社団　栄達会小林　達哉 平 2.11. 1外   胃   皮  診療所
     宮医86 川崎市宮前区神木本町２－２－１常　勤:    1　理事長　小林　達哉 内   放   現存
     ７ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3427550,087.1 鈴鹿小児科医院 〒216-0005 044-852-7261医療法人社団鈴鹿小児鈴鹿　隆久 平 3. 4. 1小   アレ 皮  診療所
     宮医87 川崎市宮前区土橋１－２４－１８常　勤:    1科医院　理事長　鈴鹿 現存
     (医       1)　隆久 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3428550,090.5 医療法人社団　福島内〒216-0006 044-854-2750医療法人社団福島内科福島　芳彦 平 3. 7. 1内   小   消  診療所
     宮医90 科医院 川崎市宮前区宮前平２－１９－９常　勤:    1医院　理事長　福島　 循   呼   現存
     (医       1)淑隆 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3429550,094.7 医療法人社団　河野医〒216-0005 044-854-3665医療法人社団　河野医河野　勝驥 平 3. 9. 1内   皮   胃  診療所
     宮医94 院 川崎市宮前区土橋３－３－４ 常　勤:    1院　理事長　河野　勝 循   現存
     (医       1)驥 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3430550,096.2 医療法人社団　宮崎台〒216-0033 044-866-4133医療法人社団　宮崎台細井　広道 平13. 1.15耳い 他   診療所
     宮医96 耳鼻咽喉科 川崎市宮前区宮崎２－１０－８ト常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 移動 現存
     ラペズ宮崎台２Ｆ (医       1)細井　広道 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3431550,097.0 医療法人社団　市川整〒216-0005 044-853-0330医療法人社団市川整形市川　慎介 平 4. 8. 1整外 リハ 診療所
     宮医97 形外科医院 川崎市宮前区土橋７－２６－６ 常　勤:    1外科医院　理事長　市 現存
     (医       1)川　慎介 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3432550,098.8 大野医院 〒216-0035 044-866-6259大野　祐子 大野　祐子 平 4.10.24内   小   婦  診療所
     宮医98 川崎市宮前区馬絹１７４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3433550,099.6 原クリニック 〒216-0004 044-854-9133原　俊雄 原　俊雄 平 4.12.15内   消   循  診療所
     宮医99 川崎市宮前区鷺沼４－１０－５ 常　勤:    2 皮   眼   リハ現存
     (医       2) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3434550,100.2 医療法人社団医心会　〒216-0023 044-877-6067医療法人社団医心会　大熊　由美子 平 5. 3. 1内   小   診療所
     宮医100 宮前平グリーンハイツ川崎市宮前区けやき平１－１６－常　勤:    1理事長　大熊　由美子 組織変更 現存
     診療所 ２０９ (医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3435550,102.8 医療法人若菊会　菊岡〒216-0007 044-855-5692医療法人　若菊会　理菊岡　理 平 5. 7. 1胃   内   小  診療所
     宮医102 医院 川崎市宮前区小台２－２２－７ 常　勤:    1事長　菊岡　理 組織変更 循   皮   こう現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3436550,103.6 吉田皮フ科 〒216-0004 044-888-4312吉田　秀也 吉田　秀也 平20. 5. 7皮   診療所
     宮医103 川崎市宮前区鷺沼１－１８－１　常　勤:    1 移動 現存
     プレール鷺沼ヴェルエスタ２０２(医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3437550,104.4 川原小児科 〒216-0035 044-861-6356川原　千鶴子 川原　千鶴子 平22. 1. 1小   皮   内  診療所
     宮医104 川崎市宮前区馬絹２４２１－３２常　勤:    1 移動 アレ 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3438550,105.1 原医院 〒216-0033 044-853-7134原　亨 原　亨 平 6. 3. 1胃   外   内  診療所
     宮医105 川崎市宮前区宮崎２－１０－９オ常　勤:    1 新規 こう 皮   現存
     ーミヤ宮崎台ビル１階 (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3439550,107.7 森島小児科内科クリニ〒216-0002 044-877-9090医療法人社団　順徳会森島　昭 平 7. 1. 1小   内   診療所
     宮医107 ック 川崎市宮前区東有馬３－１５－１常　勤:    1　理事長　森島　昭 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3440550,111.9 荒木耳鼻咽喉科医院 〒216-0004 044-854-5518医療法人社団アラキ耳荒木　昭夫 平 7. 2. 1耳い アレ 診療所
     宮医111 川崎市宮前区鷺沼１－１１－６ 常　勤:    1鼻咽喉クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　荒木　昭夫 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3441550,112.7 れいんぼう川崎診療所〒216-0002 044-888-8601川崎市長 齋藤　薫 平 8. 5. 1内   整外 皮  診療所
     宮医112 川崎市宮前区東有馬５－８－１０常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3442550,114.3 清皮ふ科 〒216-0002 044-853-3060鈴木　秀美 鈴木　秀美 平22. 9.29皮   アレ 他  診療所
     宮医114 川崎市宮前区東有馬３－５－２９常　勤:    1 移動 現存
     　三和ビル１Ｆ (医       1) 平22. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3443550,115.0 潮見台植木クリニック〒216-0013 044-976-9111植木　茂年 植木　茂年 平 8. 6. 1脳外 内   小  診療所
     宮医115 川崎市宮前区潮見台６－７グリー常　勤:    1 新規 現存
     ンヒルズ潮見台１０２・１０３ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3444550,116.8 医療法人社団　大関眼〒216-0033 044-855-3618医療法人社団大関眼科大関　尚志 平 8. 7. 1一般         2診療所
     宮医116 科 川崎市宮前区宮崎１－１２－２ 常　勤:    1　理事長　大関　尚志 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3445550,117.6 里村整形外科 〒216-0003 044-865-8223里村　俊彰 里村　俊彰 平 9. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     宮医117 川崎市宮前区有馬４－１２－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3446550,120.0 医療法人社団　昌慶会〒216-0035 044-854-8821医療法人社団　昌慶会小野田　恵一郎 平11. 7. 1内   胃   外  診療所
     宮医120 　小野田医院 川崎市宮前区馬絹５２６－７第一常　勤:    2　理事長　小野田　昌 組織変更 現存
     ケーエービル１Ｆ，２Ｆ (医       2)一 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3447550,121.8 鷺沼産婦人科医院 〒216-0004 044-853-1103漆畑　博信 漆畑　博信 平11. 8.10一般        19診療所
     宮医121 川崎市宮前区鷺沼３－５－１７ 常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平23. 8.10
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3448550,122.6 木下皮フ科 〒216-0033 044-853-5046医療法人　恵誠会　理木下　誠司 平13. 1.18皮   診療所
     宮医122 川崎市宮前区宮崎２－１０－８ト常　勤:    1事長　木下　誠司 移動 現存
     ラペズ宮崎台２Ｆ (医       1) 平25. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3449550,123.4 宮崎台眼科クリニック〒216-0033 044-870-6630大戸　純恵 大戸　純恵 平12. 1.15眼   診療所
     宮医123 川崎市宮前区宮崎２－８－２６丸常　勤:    1 新規 現存
     貞ビル４Ｆ (医       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3450550,125.9 いずみ皮フ科クリニッ〒216-0033 044-870-8186泉　裕乃 泉　裕乃 平12. 4. 1皮   診療所
     宮医125 ク 川崎市宮前区宮崎６－１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3451550,132.5 竹中医院 〒216-0015 044-977-5498医療法人社団　邦友会竹中　希久夫 平12.11. 1内   胃   循  診療所
     宮医132 川崎市宮前区菅生５－５－２１ 常　勤:    2　理事長　竹中　希久 交代 小   現存
     (医       2)夫 平24.11. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3452550,134.1 津田眼科クリニック 〒216-0007 044-852-7500津田　玄一郎 津田　玄一郎 平13. 3. 1眼   診療所
     宮医134 川崎市宮前区小台２－６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3453550,136.6 佐久間耳鼻咽喉科クリ〒216-0015 044-975-4387佐久間　惇 佐久間　惇 平13. 5.15耳い 診療所
     宮医136 ニック 川崎市宮前区菅生２－１－６日向常　勤:    1 新規 現存
     園ビル１Ｆ (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3454550,137.4 宮前つばさクリニック〒216-0033 044-871-5011医療法人　つばさ会　幸田　恭子 平13. 6. 1内   小   診療所
     宮医137 川崎市宮前区宮崎６－９－５東急常　勤:    1理事長　山本　芳子 組織変更 現存
     宮前平ショッピングパーク２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
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 3455550,140.8 医療法人社団　翠寿会〒216-0006 044-854-2525医療法人社団　翠寿会三倉　亮平 平22.11. 1内   小   リハ診療所
     宮医140 　三倉医院 川崎市宮前区宮前平２－１５－１常　勤:    1　理事長　三倉　亮平 移動 他   現存
     ５　Ｂｒｉｌｌｉａ宮前平２０１(医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3456550,141.6 宮前いとうクリニック〒216-0015 044-977-7537伊東　優 伊東　優 平13. 8. 1皮   形外 診療所
     宮医141 川崎市宮前区菅生２－１－６日向常　勤:    1 新規 現存
     園ビル２Ｆ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3457550,143.2 鷺沼透光診療所 〒216-0007 044-860-5100医療法人社団　さくら氏家　茂樹 平13.11.15内   外   胃  診療所
     宮医143 川崎市宮前区小台１－２０－１ア常　勤:    1会　理事長　岡田　錬 新規 こう 現存
     ンビジネスパーク６０１．６０２(医       1)之介 平25.11.15
     号室 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3458550,145.7 もぎ循環器科内科医院〒216-0033 044-888-0066茂木　純一 茂木　純一 平14. 2. 1内   循   皮  診療所
     宮医145 川崎市宮前区宮崎５－１４－１９常　勤:    1 交代 小   外   現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3459550,148.1 かねこクリニック 〒216-0035 044-854-1611金子　光延 金子　光延 平14. 7.15小   内   診療所
     宮医148 川崎市宮前区馬絹１１７２－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾーネ宮崎台１０１ (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3460550,149.9 佐治医院 〒216-0001 044-766-2525佐治　正勝 佐治　正勝 平15. 2. 4内   小   心内診療所
     宮医149 川崎市宮前区野川２２３８－７ 常　勤:    1 交代 リウ 皮   現存
     (医       1) 平21. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3461550,150.7 医療法人社団　健心会〒216-0001 044-777-4941医療法人社団　健心会亀谷　雄一郎 平15. 3. 1内   外   胃  診療所
     宮医150 　野川クリニック 川崎市宮前区野川３０２１ 常　勤:    1　理事長　亀谷　雄一 組織変更 アレ 皮   小  現存
     (医       1)郎 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3462550,151.5 根岸耳鼻咽喉科医院 〒216-0006 044-877-0914根岸　達郎 根岸　達郎 平19.11.20耳い 診療所
     宮医151 川崎市宮前区宮前平２－１－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3463550,154.9 菅野耳鼻咽喉科 〒216-0002 044-852-8733医療法人社団　菅野会菅野　澄雄 平21. 8.24耳い 診療所
     宮医154 川崎市宮前区東有馬３－５－２９常　勤:    1　理事長　菅野　澄雄 移動 現存
     ＫＵＭＡＮＯビル１Ｆ (医       1) 平21. 8.24
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 3464550,155.6 いのうえクリニック 〒216-0033 044-870-4152医療法人ぴゅあ　理事井上　純 平16. 7. 1一般         8診療所
     宮医155 川崎市宮前区宮崎５－１４－２ 常　勤:    1長　井上　純 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3465550,157.2 つじ耳鼻咽喉科クリニ〒216-0005 044-862-8741辻　富彦 辻　富彦 平16. 8. 1耳い 診療所
     宮医157 ック 川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥ常　勤:    1 新規 現存
     ーエアコルデ２０３ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3466550,167.1 村上循環器科内科皮膚〒216-0001 044-788-8586村上　康文 村上　康文 平17. 4. 1循   内   皮  診療所
     宮医167 科 川崎市宮前区野川３０００ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3467550,168.9 サンタスマイル耳鼻ク〒216-0001 044-766-0777飯田　浩 飯田　浩 平17. 6.15耳い 診療所
     宮医168 リニック 川崎市宮前区野川３０００野川メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルセンター２Ｆ (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3468550,169.7 北部市場クリニック 〒216-0012 044-975-2810医療法人　和泉会　理藤野　喜理子 平17. 6. 1外   他   診療所
     宮医169 川崎市宮前区水沢１－１－１川崎常　勤:    1事長　藤野　喜理子 組織変更 現存
     市中央卸売市場北部市場管理棟内(医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3469550,170.5 たかはしクリニック 〒216-0033 044-860-1555高橋　俊光 高橋　俊光 平17. 9. 1内   小   アレ診療所
     宮医170 川崎市宮前区宮崎２－１３－１ド常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ンジョン宮崎台１Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3470550,171.3 丸田クリニック 〒216-0004 044-866-0318丸田　桂子 丸田　桂子 平17.10. 4小   消   内  診療所
     宮医171 川崎市宮前区鷺沼３－４－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23.10. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3471550,173.9 神奈川ひまわりクリニ〒216-0006 044-853-7001医療法人ひまわり会　小野　龍太 平25.12. 1内   小   皮  診療所
     宮医173 ック 川崎市宮前区宮前平３－３－２６常　勤:    1理事長　小野　龍太 移動 アレ 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3472550,174.7 東方医院 〒216-0007 044-888-2137医療法人社団　東方会佐々木　健一 平18. 5. 1整外 内   リハ診療所
     宮医174 川崎市宮前区小台２－６－２ラポ常　勤:    1　理事長　佐々木　健 組織変更 他   現存
     ール宮前平３Ｆ (医       1)一 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3473550,175.4 いぬくら内科医院 〒216-0011 044-977-1379島田　貴 島田　貴 平18.10. 1内   循   呼  診療所
     宮医175 川崎市宮前区犬蔵１－９－４５エ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     スマンション１０１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3474550,176.2 馬目整形外科・内科ク〒216-0001 044-741-3601馬目　晃匡 馬目　晃匡 平18.10.15整外 内   リウ診療所
     宮医176 リニック 川崎市宮前区野川１２２ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3475550,178.8 Ｋークリニック 〒216-0006 044-854-9929医療法人社団　河上医河上　哲 平18.11. 1ひ   内   診療所
     宮医178 川崎市宮前区宮前平２－１－６ 非常勤:    1院　理事長　河上　哲 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3476550,180.4 鎌田クリニック 〒216-0022 044-870-8081医療法人社団　友愛会鎌田　正広 平18.11. 1内   呼   アレ診療所
     宮医180 川崎市宮前区平２－１１－３　Ｙ常　勤:    1　理事長　鎌田　正広 組織変更 現存
     ＯＵビル１０２号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3477550,181.2 鷺沼診療所 〒216-0003 044-855-9977医療法人社団　日米会行形　毅 平18.12. 1内   皮   ひ  診療所
     宮医181 川崎市宮前区有馬１－２２－１６常　勤:    1　理事長　行形　毅 組織変更 精   現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3478550,182.0 鷺沼整形外科クリニッ〒216-0004 044-870-8808古梶　正洋 古梶　正洋 平19. 4.15整外 リハ リウ診療所
     宮医182 ク 川崎市宮前区鷺沼３－２－６　鷺常　勤:    1 新規 現存
     沼メディカルモールⅡ２階 (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3479550,183.8 さぎぬま公園クリニッ〒216-0004 044-862-4180医療法人社団　平心会石川　雅也 平20. 2.12精   心内 内  診療所
     宮医183 ク 川崎市宮前区鷺沼１－１８－１プ常　勤:    1　理事長　石川　雅也 移動 神   現存
     レール鷺沼ヴェルエスタ２０３号(医       1) 平26. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3480550,184.6 田園都市クリニック 〒216-0004 044-888-9899医療法人　史正会　理横田　雅史 平19. 6. 1内   アレ 呼  診療所
     宮医184 川崎市宮前区鷺沼１－２２－７　常　勤:    1事長　横田　雅史 組織変更 消   現存
     カーサエステレーヤ１階 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3481550,185.3 北見整形外科 〒216-0001 044-788-1121医療法人社団　圭友会北見　圭司 平19. 6. 1整外 リハ 診療所
     宮医185 川崎市宮前区野川３０００　野川常　勤:    1　理事長　北見　圭司 組織変更 現存
     メディカルセンター１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3482550,186.1 おおば内科クリニック〒216-0005 044-870-0871医療法人　おおば内科大庭　治雄 平19. 6. 1内   循   呼  診療所
     宮医186 川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 アレ 現存
     ーエ・アコルデ２０４号室 (医       1)大庭　治雄 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3483550,189.5 本村医院 〒216-0002 044-870-0233医療法人　如水会　理本村　智子 平19. 7. 1内   小   診療所
     宮医189 川崎市宮前区東有馬５－２４－１常　勤:    1事長　本村　智子 組織変更 現存
     サンパルエ１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3484550,190.3 医療法人社団　健栄会〒216-0007 044-888-6600医療法人社団　健栄会出川　寿一 平22.11. 1内   外   他  診療所
     宮医190 　宮前平健栄クリニッ川崎市宮前区小台２－５－２　宮常　勤:    1　理事長　今井　利一 移動 現存
     ク 前平ハイツ２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3485550,191.1 さぎぬま脳神経クリニ〒216-0004 044-860-5131島崎　賢仁 島崎　賢仁 平19.10. 1脳外 放   診療所
     宮医191 ック 川崎市宮前区鷺沼３－２－６　１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3486550,193.7 クリニックのびのびキ〒216-0006 044-281-8226山本　弘子 山本　弘子 平20. 4.15小   アレ 診療所
     宮医193 ッズピア 川崎市宮前区宮前平２－１５－３常　勤:    1 新規 現存
     　ダイチビル２０１ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3487550,195.2 八木整形外科クリニッ〒216-0032 044-862-8626八木　啓介 八木　啓介 平20. 5. 1整外 リハ 診療所
     宮医195 ク 川崎市宮前区神木２－２－１　宮常　勤:    1 新規 現存
     崎台メディカルプラザＢ棟１階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3488550,196.0 山本内科クリニック 〒216-0025 044-977-7688山本　一哉 山本　一哉 平20. 4.29内   小   診療所
     宮医196 川崎市宮前区白幡台１－９－１０常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 4.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3489550,200.0 医療法人社団　ヒルデ〒216-0011 044-978-1220医療法人社団　ヒルデ髙橋　丈二 平20. 8. 1神内 内   診療所
     宮医200 モア　メディカルクリ川崎市宮前区犬蔵２－７－１ 常　勤:    1モア　理事長　吉澤　 新規 休止
     ニック　医庵 (医       1)康男 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3490550,201.8 医療法人社団　平郁会〒216-0004 044-272-5207医療法人社団　平郁会青野　治朗 平21. 6. 1内   皮   整外診療所
     宮医201 　青野診療所 川崎市宮前区鷺沼１－１１－６鷺常　勤:    2　理事長　青野　治朗 新規 他   現存
     沼第一ビル４０６ (医       2) 平21. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
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 3491550,202.6 原田皮フ科 〒216-0007 044-853-0005原田　昭一郎 原田　昭一郎 平21. 6. 1皮   診療所
     宮医202 川崎市宮前区小台１－２０－１ア常　勤:    1 新規 現存
     ン・ビジネスパーク７０２ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3492550,203.4 こども元気！内科クリ〒216-0001 044-740-3456医療法人　原岩会　理手塚　勝也 平21. 5.20小   内   診療所
     宮医203 ニック 川崎市宮前区野川３０００ 常　勤:    2事長　手塚　勝也 組織変更 現存
     (医       2) 平21. 5.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3493550,204.2 みやびクリニック 〒216-0024 044-978-1765中田　雅弘 中田　雅弘 平21.10. 1内   小   診療所
     宮医204 川崎市宮前区南平台３－１７近藤常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3494550,208.3 風の道クリニック 〒216-0001 044-754-1733社会福祉法人　寿楽園須藤　みか 平22. 4. 1内   他   診療所
     宮医208 川崎市宮前区野川３１３４－５ 常　勤:    1　理事長　鹿毛　幸広 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3495550,209.1 水沢クリニック 〒216-0012 044-750-7025医療法人　桃潤会　理橋本　裕美 平22. 4. 1内   診療所
     宮医209 川崎市宮前区水沢２－２０－１ 常　勤:    1事長　米波　達男 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3496550,210.9 川崎西部地域療育セン〒216-0022 044-865-2905社会福祉法人青い鳥　柴田　光規 平22. 5. 1小   精   整外診療所
     宮医210 ター診療所 川崎市宮前区平２－６－１ 常　勤:    1理事長　飯田　美紀 新規 耳い リハ 他  現存
     (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:   19
     (医      18)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3497550,211.7 医療法人社団　和五会〒216-0004 044-871-4300医療法人社団　和五会畠中　正孝 平22. 7. 1内   診療所
     宮医211 　鷺沼ファミリークリ川崎市宮前区鷺沼３－２－６鷺沼常　勤:    1　理事長　畠中　正孝 新規 現存
     ニック センタービル６Ｆ (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3498550,212.5 医療法人社団　野口ク〒216-0004 044-853-0080医療法人社団　野口ク野口　昌也 平24.11.27精   心内 診療所
     宮医212 リニック 川崎市宮前区鷺沼３－１－１２伏常　勤:    1リニック　理事長　野 移動 現存
     見ビル３Ｆ (医       1)口　昌也 平24.11.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3499550,214.1 医療法人　青葉宮前健〒216-0015 044-978-5561医療法人　青葉宮前健青柳　昭彦 平23. 5. 1内   他   診療所
     宮医214 心会　あおやぎ内科循川崎市宮前区菅生２－１－９ 常　勤:    1心会　理事長　青柳　 交代 現存
     環器クリニック (医       1)昭彦 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3500550,215.8 川本整形外科 〒216-0006 044-870-0086医療法人社団　楽道会川本　守 平23. 5. 1整外 リハ 診療所
     宮医215 川崎市宮前区宮前平２－１－３ 常　勤:    1　理事長　川本　守 交代 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501550,216.6 本田医院 〒216-0025 044-975-3455本田　朱麗 本田　朱麗 平23. 7. 1外   整外 形外診療所
     宮医216 川崎市宮前区白幡台１－７－８ 常　勤:    1 交代 皮   他   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3502550,218.2 あおぞら眼科クリニッ〒216-0005 044-888-0222草野　良明 草野　良明 平23.11. 1眼   診療所
     宮医218 ク 川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥ常　勤:    1 交代 現存
     ーエ・アコルデ２Ｆ－２０１ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3503550,219.0 医療法人社団　真雄　〒216-0004 044-862-0880医療法人社団　真雄　小林　理美 平23.12. 1皮   診療所
     宮医219 まい皮膚科クリニック川崎市宮前区鷺沼３－２－６　鷺常　勤:    1理事長　小林　理美 交代 現存
     沼メディカルモールⅡ２Ｆ－３ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3504550,221.6 くりう内科クリニック〒216-0032 044-862-7272医療法人社団　くりう栗生　和幸 平24. 6. 1内   アレ 他  診療所
     宮医221 川崎市宮前区神木２－２－１　宮常　勤:    1内科クリニック　理事 交代 現存
     崎台メディカルプラザＡ棟２Ｆ (医       1)長　栗生　和幸 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3505550,222.4 医療法人社団健栄会　〒216-0006 044-870-8118医療法人社団　健栄会山田　耕永 平24.12. 1内   他   診療所
     宮医222 宮前平第２クリニック川崎市宮前区宮前平２－５－１６常　勤:    1　理事長　今井　利一 新規 現存
     ネバーランド３Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3506550,223.2 おおたけファミリーク〒216-0022 044-862-6225医療法人社団おおたけ大竹　普 平25. 1. 1内   小   皮  診療所
     宮医223 リニック 川崎市宮前区平１－１－４平橋ク常　勤:    1ファミリークリニック 交代 外   心外 他  現存
     リニックガーデン２Ｆ (医       1)　理事長　大竹　普 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3507550,224.0 川崎みやまえクリニッ〒216-0034 044-871-7155奥野　史大 奥野　史大 平25. 5. 1内   精   神内診療所
     宮医224 ク 川崎市宮前区梶ケ谷１４６５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3508551,000.3 鷺沼人工腎臓石川クリ〒216-0004 044-855-8585医療法人しののめ会　石川　 之 平26. 1. 1内   診療所
     宮医1000 ニック 川崎市宮前区鷺沼１－１０－３ 常　勤:    2理事長　石川　 之 交代 人透内　循内 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3509551,001.1 医療法人　花咲会　か〒216-0013 044-977-8877医療法人花咲会　理事福井　俊哉 平26. 5. 1精神 病院
     宮医1001 わさき記念病院 川崎市宮前区潮見台２０－１ 常　勤:    5長　山本　登 新規     精神   300現存
     (医       5) 平26. 5. 1精   神内 内  
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3510551,003.7 いしだ内科外科クリニ〒216-0022 044-948-7461石田　孝雄 石田　孝雄 平26. 6. 1内   外   皮  診療所
     宮医1003 ック 川崎市宮前区平４－４－１リレン常　勤:    1 新規 消内 現存
     ト１号室 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3511551,004.5 医療法人社団宮前会　〒216-0002 044-870-8082医療法人社団宮前会　御宮知　達也 平26. 5. 1眼   診療所
     宮医1004 ありま眼科 川崎市宮前区東有馬５－２３－２常　勤:    1理事長　御宮知　達也 交代 小眼 現存
     ２コンシアンスピリエ１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3512551,005.2 宮前平内科クリニック〒216-0006 044-860-4119医療法人社団宮前平内伊東　克彦 平26. 5. 1呼内 診療所
     宮医1005 川崎市宮前区宮前平２－１５－２常　勤:    1科クリニック　理事長 交代 糖内　消内　循現存
     第二マルテイビル (医       1)　伊東　克彦 平26. 5. 1内
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3513551,006.0 ニコットこどもクリニ〒216-0033 044-866-1100医療法人原岩会　理事三森　謙一 平26. 7. 1小   内   診療所
     宮医1006 ック 川崎市宮前区宮崎２－９－３メゾ常　勤:    1長　手塚　勝也 新規 現存
     ン・ド・バッハ１Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3514551,007.8 くさか整形外科クリニ〒216-0022 044-862-8570医療法人社団陽色　理日下　達夫 平26. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     宮医1007 ック 川崎市宮前区平１－１－４平橋ク常　勤:    1事長　日下　達夫 交代 現存
     リニックガーデン１Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3515551,008.6 鎌田クリニック南平台〒216-0024 044-750-9493医療法人社団友愛会　馬杉　綾子 平26. 8. 1内   呼内 アレ診療所
     宮医1008 川崎市宮前区南平台３－３０ 常　勤:    1理事長　鎌田　正広 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3516551,009.4 宮前平整形外科クリニ〒216-0007 044-855-6636田中　達朗 田中　達朗 平26. 9. 1整外 外   リハ診療所
     宮医1009 ック 川崎市宮前区小台２－６－６宮前常　勤:    1 新規 現存
     平メディカルモール２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3517551,010.2 宮前平トレイン耳鼻咽〒216-0007 044-870-1187伊東　祐永 伊東　祐永 平26.10. 6耳い アレ 診療所
     宮医1010 喉科 川崎市宮前区小台２－６－６宮前常　勤:    1 新規 小耳い 現存
     平メディカルモール３Ｆ (医       1) 平26.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3518551,011.0 こにしクリニック 〒216-0004 044-888-0015小西　一男 小西　一男 平26.11. 1内   診療所
     宮医1011 川崎市宮前区鷺沼１－３－１３ 常　勤:    1 新規 消内　胃内 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3519560,015.0 阿部小児科医院 〒215-0013 044-966-5126阿部　逸夫 阿部　逸夫 昭41. 9. 1小   診療所
     麻医15 川崎市麻生区王禅寺西２－２－６ 現存
     平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3520560,016.8 後藤医院 〒215-0027 044-988-1727後藤　茂子 後藤　茂子 昭42.10. 1内   小   診療所
     麻医16 川崎市麻生区岡上１００ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3521560,022.6 米田胃腸科外科医院 〒215-0017 044-955-5500米田　禮之 米田　 之 昭47. 9. 1胃   外   診療所
     麻医22 川崎市麻生区王禅寺西１－２４－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3522560,025.9 冨岡医院 〒215-0005 044-955-6385冨岡　恒男 冨岡　恒男 昭47.12. 1内   診療所
     麻医25 川崎市麻生区千代ヶ丘３－３－１常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3523560,032.5 村松小児科医院 〒215-0018 044-988-2002村松　芳子 村松　芳子 昭52.10.15小   診療所
     麻医32 川崎市麻生区王禅寺東３－２９－ 現存
     ３ 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3524560,036.6 井上医院 〒215-0024 044-987-1875井上　安子 井上　安子 昭64. 1. 1内   外   皮  診療所
     麻医36 川崎市麻生区白鳥３－６－１２ 常　勤:    2 麻   現存
     (医       2) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3525560,037.4 喜里山小児クリニック〒215-0021 044-987-2428喜里山　慶子 喜里山　慶子 昭53.10.15小   診療所
     麻医37 川崎市麻生区上麻生５－３８－７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3526560,048.1 川崎市麻生保健所 〒215-0004 044-953-3111川崎市長 浅見　政俊 昭57. 7. 1内   小   診療所
     麻医48 川崎市麻生区万福寺１－５－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3527560,050.7 塚本医院 〒215-0032 044-987-8531塚本　房江 塚本　房江 昭58.10. 1内   小   皮  診療所
     麻医50 川崎市麻生区栗木台２の１５の５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3528560,053.1 川崎市麻生休日急患診〒215-0004 044-966-2133川崎市長 浅見　政俊 昭59.12.15内   小   診療所
     麻医53 療所 川崎市麻生区万福寺１－５－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3529560,058.0 小林内科医院 〒215-0021 044-951-0666小林　明文 小林　明文 昭61. 1. 1内   小   診療所
     麻医58 川崎市麻生区上麻生１－９－１０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3530560,059.8 葛西皮膚科医院 〒215-0018 044-988-7171葛西　庸子 葛西　庸子 昭61. 4.15皮   診療所
     麻医59 川崎市麻生区王禅寺東４－１３－常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3531560,060.6 光中央診療所 〒215-0004 044-955-1955小幡　純一 小幡　純一 昭61. 7. 1内   小   リハ診療所
     麻医60 川崎市麻生区万福寺１－８－７　常　勤:    1 現存
     パストラル新百合ケ丘 (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3532560,064.8 新ゆりクリニック 〒215-0004 044-955-0661小野田　肇 小野田　肇 昭62.10. 1内   胃   外  診療所
     麻医64 川崎市麻生区万福寺１－８－７ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3533560,067.1 医療法人社団晃進会　〒215-0013 044-955-8220医療法人社団晃進会　雨宮　章 昭63. 8. 1一般       117病院
     麻医67 たま日吉台病院 川崎市麻生区王禅寺１１０５ 常　勤:   10理事長　中島　一彦 療養        82現存
     (医      10) 平24. 8. 1内   外   皮  
     非常勤:   32 整外 脳外 婦  
     (医      32) リハ 小   
     循内　消内　消
     外　肛外　糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3534560,068.9 クロキ形成外科クリニ〒215-0021 044-955-0626黒木　信雄 黒木　信雄 平元. 6.15外   形外 皮  診療所
     麻医68 ック 川崎市麻生区上麻生１－９－１０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3535560,071.3 医療法人社団　新百合〒215-0026 044-955-7231医療法人社団新百合ヶ龍　祥之助 平元. 9. 1内   小   婦  診療所
     麻医71 ヶ丘龍クリニック 川崎市麻生区古沢７－１ 常　勤:    2丘龍クリニック　理事 現存
     (医       2)長　龍　祥之助 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3536560,074.7 藤木内科医院 〒215-0013 044-966-0107藤木　博昭 藤木　博昭 平 2. 3. 1内   診療所
     麻医74 川崎市麻生区王禅寺東１－９－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3537560,077.0 あさお眼科 〒215-0011 044-952-0720高桑　惠子 高桑　惠子 平16. 9. 1眼   診療所
     麻医77 川崎市麻生区百合ヶ丘１－２０－常　勤:    1 移動 現存
     ３百合丘東宝マンション２０１ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3538560,078.8 伊奈クリニック 〒215-0024 044-988-1401伊奈　宏 伊奈　宏 平 2. 7.15内   胃   外  診療所
     麻医78 川崎市麻生区白鳥３－５－１　シ常　勤:    1 こう 現存
     ャンテ１階１０３ (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3539560,080.4 柿生駅前眼科 〒215-0021 044-986-0406棚橋　智 棚橋　智 平 2. 7.15眼   診療所
     麻医80 川崎市麻生区上麻生１０６４－１常　勤:    1 現存
     　サープラス柿生２Ｆ (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3540560,081.2 医療法人社団　内田医〒215-0011 044-966-5272医療法人社団　内田医内田　健夫 平 2. 9. 1内   外   麻  診療所
     麻医81 院 川崎市麻生区百合丘１－２－１ 常　勤:    2院　理事長　内田　健 皮   現存
     (医       2)夫 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3541560,084.6 かじもと耳鼻咽喉科 〒215-0021 044-952-3387梶本　正子 梶本　正子 平 3. 9.15耳い 診療所
     麻医84 川崎市麻生区上麻生１－９－１０常　勤:    1 現存
     新百合ケ丘クリニックセンター２(医       1) 平24. 9.15
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3542560,086.1 上麻生内科 〒215-0021 044-951-9909小関　新 小関　新 平 4.11. 1内   呼   消  診療所
     麻医86 川崎市麻生区上麻生２－１１－２常　勤:    1 循   現存
     １ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3543560,089.5 光永医院 〒215-0011 044-966-2349光永　忍 光永　忍 平 5. 1. 7一般         3診療所
     麻医89 川崎市麻生区百合丘１－２－２ 常　勤:    1 交代 皮   産婦 現存
     (医       1) 平23. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3544560,091.1 医療法人社団　新ゆり〒215-0021 044-955-1154医療法人社団　新ゆり野崎　博之 平 7. 1. 9整外 眼   リハ診療所
     麻医91 整形外科 川崎市麻生区上麻生１－３－５ 常　勤:    1整形外科　理事長　野 移動 リウ 現存
     (医       1)崎　博之 平22. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3545560,094.5 ガイアクリスタルクリ〒215-0004 044-951-6570水間　哲郎 水間　哲郎 平 5. 5.15内   精   神  診療所
     麻医94 ニック 川崎市麻生区万福寺１－７－１　常　勤:    1 新規 現存
     ＴＷビル２Ｆ (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3546560,100.0 松クリニック 〒215-0011 044-954-1211 松　信彦 松　信彦 平 9. 3.21胃   外   内  診療所
     麻医100 川崎市麻生区百合丘１－１６－２常　勤:    3 移動 リハ 現存
     －３０１ (医       3) 平24. 3.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3547560,103.4 あべ皮膚科 〒215-0005 044-959-1066安部　正瑞 安部　正瑞 平 6. 7. 1皮   診療所
     麻医103 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－３常　勤:    1 新規 現存
     ウエストプラザ１０２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3548560,105.9 医療法人社団　岡崎医〒215-0018 044-966-8881医療法人社団　岡崎医岡﨑　武臣 平12.12. 1胃   内   外  診療所
     麻医105 院 川崎市麻生区王禅寺東２－１３－常　勤:    2院　理事長　岡﨑　武 移動 小   皮   現存
     １ (医       2)臣 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3549560,107.5 あさひファミリークリ〒215-0011 044-966-2743朝日　洋一 朝日　洋一 平 7. 7. 1内   循   小  診療所
     麻医107 ニック 川崎市麻生区百合丘２－１６－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3550560,108.3 多摩美内科医院 〒215-0002 044-966-6765込田　暉夫 込田　暉夫 平 7. 8. 1内   消   診療所
     麻医108 川崎市麻生区多摩美１－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3551560,113.3 医療法人社団　総生会〒215-0021 044-987-2522医療法人社団総生会　菅　泰博 平 8. 7. 1一般       199病院
     麻医113 　麻生総合病院 川崎市麻生区上麻生６－２５－１常　勤:   36理事長　菅　泰博 組織変更 麻   他   現存
     (医      36) 平23. 7. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3552560,114.1 川崎医療生活協同組合〒215-0021 044-951-3940川崎医療生活協同組合西村　真紀 平 8.10. 1内   小   診療所
     麻医114 あさお診療所 川崎市麻生区上麻生２－１－１０常　勤:    2　理事長　桑島　政臣 新規 現存
     (医       2) 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3553560,118.2 新百合ケ丘皮膚科 〒215-0021 044-954-5738古川　益世 古川　益世 平 9. 4. 1皮   診療所
     麻医118 川崎市麻生区上麻生１－１０－５常　勤:    1 新規 現存
     －１０５ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3554560,120.8 平井内科クリニック 〒215-0025 044-986-2013平井　洋一 平井　洋一 平 9. 5.15内   小   皮  診療所
     麻医120 川崎市麻生区五力田２－２－１メ常　勤:    1 新規 現存
     イヒルズ１Ｆ　１０３ (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3555560,122.4 ミオ医院 〒215-0018 044-986-5646医療法人　三英会　理三尾　英之 平 9.12. 1整外 リハ 麻  診療所
     麻医122 川崎市麻生区王禅寺東５－１－５常　勤:    1事長　三尾　英之 組織変更 リウ 内   現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3556560,123.2 医療法人社団　大和会〒215-0011 044-966-2596医療法人社団　大和会中原　大 平10. 1. 1一般        19診療所
     麻医123 　百合丘外科産婦人科川崎市麻生区百合丘１－１４－６常　勤:    3　理事長　中原　大 組織変更 外   産婦 内  現存
     (医       3) 平22. 1. 1消   整外 皮ひ
     こう 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3557560,125.7 おばた小児クリニック〒215-0005 044-951-3390小幡　俊彦 小幡　俊彦 平11. 1.15小   アレ 診療所
     麻医125 川崎市麻生区千代ヶ丘４－１８－常　勤:    1 新規 現存
     １２スカイプラザ１－Ａ (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3558560,127.3 新百合ヶ丘こどもクリ〒215-0004 044-959-2626重永　博登志 重永　博登志 平11. 5. 1小   診療所
     麻医127 ニック 川崎市麻生区万福寺１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3559560,129.9 あさおクリニック 〒215-0004 044-955-9126医療法人　あさお会　前波　輝彦 平11. 7. 1内   診療所
     麻医129 川崎市麻生区万福寺１－８－１０常　勤:    2理事長　前波　輝彦 組織変更 現存
     第一優ビル１～３Ｆ (医       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3560560,134.9 医療法人社団　新ゆり〒215-0021 044-959-3119医療法人社団　新ゆり武内　宏之 平11.12. 1内   ひ   診療所
     麻医134 武内クリニック 川崎市麻生区上麻生１－３－５ド常　勤:    1武内クリニック　理事 組織変更 現存
     レイクビル５Ｆ (医       1)長　武内　宏之 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3561560,135.6 医療法人社団　神緑会〒215-0011 044-955-0250医療法人社団　神緑会石田　和彦 平12. 4. 1脳外 内   整外診療所
     麻医135 　いしだクリニック 川崎市麻生区百合丘２－７－１ 常　勤:    1　理事長　石田　和彦 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3562560,138.0 みぞぶちクリニック 〒215-0021 044-980-0881溝渕　昇 溝渕　昇 平12. 9. 1外   胃   内  診療所
     麻医138 川崎市麻生区上麻生６－９－２ピ常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     アシティ晃和１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3563560,139.8 斎藤内科医院 〒215-0021 044-969-4181齋藤　茂治 齋藤　茂治 平12.12. 1内   診療所
     麻医139 川崎市麻生区上麻生３－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ベルクレエ新百合ヶ丘９１２ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3564560,140.6 しんゆりメンタルヘル〒215-0021 044-969-5380井上　雅子 井上　雅子 平15. 5. 1精   神   心内診療所
     麻医140 スクリニック 川崎市麻生区上麻生１－３－４Ｗ常　勤:    1 移動 現存
     ＡＫＡビル２Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3565560,142.2 しもやまこどもクリニ〒215-0011 044-959-0041下山　丈紀 下山　丈紀 平13. 4.15小   内   放  診療所
     麻医142 ック 川崎市麻生区百合丘１－５－４米常　勤:    1 新規 現存
     山ビル１Ｆ (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3566560,145.5 ごみぶちクリニック 〒215-0017 044-959-3708五味渕　誠 五味渕　誠 平13. 8. 1内   外   呼  診療所
     麻医145 川崎市麻生区王禅寺西５－１－３常　勤:    1 新規 循   消   リハ現存
     ０フォレスター新百合ヶ丘１Ｆ－(医       1) 平25. 8. 1
     Ｂ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3567560,151.3 医療法人社団　総生会〒215-0021 044-981-6878医療法人社団　総生会菅　直樹 平13.10. 1一般        90病院
     麻医151 　麻生リハビリ総合病川崎市麻生区上麻生６－２３－５常　勤:   11　理事長　菅　泰博 新規 療養        90現存
     院 ０ (医      11) 平25.10. 1内   皮   整外
     非常勤:    4 リウ 脳外 リハ
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3568560,152.1 医療法人社団　ゆうじ〒215-0018 044-986-1161医療法人社団　ゆうじ木村　孝 平13.12. 1内   循   呼  診療所
     麻医152 ん会　ゆうクリニック川崎市麻生区王禅寺東５－２－９常　勤:    1ん会　理事長　木村　 組織変更 消   外   形外現存
     (医       1)孝 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3569560,153.9 あさお整形外科 〒215-0006 044-969-1200香川　晃太郎 香川　晃太郎 平13.12.15整外 リハ リウ診療所
     麻医153 川崎市麻生区金程１－３４－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3570560,154.7 かねこ眼科クリニック〒215-0018 044-959-2267金子　敏雄 金子　敏雄 平14. 1. 1眼   診療所
     麻医154 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－常　勤:    1 新規 現存
     ６王禅寺メディカル３Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3571560,156.2 王禅寺整形外科 〒215-0018 044-969-2226泉　康次郎 泉　康次郎 平14. 1.15整外 リハ リウ診療所
     麻医156 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－常　勤:    1 新規 内   現存
     ６王禅寺メディカル２Ｆ (医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3572560,158.8 医療法人　育柿会　あ〒215-0021 044-981-3636医療法人　育柿会　理井澤　志名野 平14. 5. 1心内 精   神  診療所
     麻医158 さお井澤クリニック 川崎市麻生区上麻生５－４０－１常　勤:    1事長　井澤　志名野 組織変更 現存
     柿生駅前・鈴木ビル２０２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3573560,159.6 北村クリニック 〒215-0018 044-955-0098北村　隆信 北村　隆信 平14. 6. 1内   消   外  診療所
     麻医159 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－常　勤:    1 新規 こう 現存
     ６王禅寺メディカル１Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
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 3574560,164.6 玉川内科クリニック 〒215-0014 044-980-5531玉川　恭士 玉川　恭士 平14.11. 1内   消   循  診療所
     麻医164 川崎市麻生区白山４－１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     １９ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3575560,165.3 みねき内科クリニック〒215-0012 044-966-0765医療法人　みねき内科峯木　仁志 平15. 1. 1内   消   循  診療所
     麻医165 川崎市麻生区東百合ヶ丘２－２９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －１０ (医       1)峯木　仁志 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3576560,170.3 医療法人社団　善仁会〒215-0004 044-969-3373医療法人社団　善仁会長谷川　真 平21. 4.20他   診療所
     麻医170 　新百合ヶ丘ガーデン川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     クリニック ディカルモリノビル５Ｆ (医       1) 平21. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3577560,181.0 医療法人社団博真会　〒215-0021 044-951-0090医療法人社団博真会　大塚　博光 平16. 6. 1一般         2診療所
     麻医181 新ゆり大塚レディース川崎市麻生区上麻生１－３－４Ｗ常　勤:    1理事長　大塚　博光 組織変更 婦   産   現存
     クリニック ＡＫＡビル６Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3578560,185.1 新百合ヶ丘なかむらク〒215-0021 044-965-2810中村　博幸 中村　博幸 平16.11. 1精   神   心内診療所
     麻医185 リニック 川崎市麻生区上麻生１－３－２Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     Ｎビル５Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3579560,186.9 川崎田園都市病院 〒215-0023 044-988-1118邉見　仁 邉見　仁 平16.11.27療養       140病院
     麻医186 川崎市麻生区片平１７８２ 常　勤:    7 交代 介護       215現存
     (医       7) 平22.11.27内   精   リハ
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3580560,188.5 柿生内科クリニック 〒215-0021 044-981-3338菅田　文彦 菅田　文彦 平16.12.15内   リウ 呼  診療所
     麻医188 川崎市麻生区上麻生５－３８－１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ０ (医       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3581560,189.3 重症児・者福祉医療施〒215-0001 044-959-3003社会福祉法人三篠会　金　義孝 平17. 4. 1療養       120病院
     (566,189.7) 設ソレイユ川崎 川崎市麻生区細山１２０３ 常　勤:    2理事長　酒井　亮介 新規 内   小   リハ現存
     麻医189 (医       2) 平23. 4. 1歯   
     非常勤:    8
     (医       6)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3582560,191.9 栗木台かわぐちクリニ〒215-0032 044-980-1516川口　文夫 川口　文夫 平17. 5.15内   小   外  診療所
     麻医191 ック 川崎市麻生区栗木台１－２－３ 常　勤:    1 新規 小外 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3583560,192.7 新百合ヶ丘アイクリニ〒215-0021 044-959-0621天本　治夫 天本　治夫 平17. 7. 1眼   診療所
     麻医192 ック 川崎市麻生区上麻生１－５－２小常　勤:    1 新規 現存
     田急新百合ヶ丘ビルＢ１－Ａ (医       1) 平23. 7. 1
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 3584560,193.5 医療法人社団　健伸会〒215-0004 044-959-1051医療法人社団　健伸会岡村　弘次郎 平17. 8. 1一般 診療所
     麻医193 　さくらクリニック 川崎市麻生区万福寺３－２－１ 常　勤:    1　理事長　林　明伸 新規     一般     8現存
     (医       1) 平23. 8. 1内   皮   整外
     非常勤:   16 眼   
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3585560,194.3 津田眼科 〒215-0005 044-965-1171医療法人　光彩会　理津田　則子 平17. 8. 1眼   診療所
     麻医194 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－２常　勤:    1事長　津田　則子 組織変更 現存
     ０クリエートビル１・２Ｆ (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3586560,195.0 ともクリニック 〒215-0021 044-988-0317鈴木　知子 鈴木　知子 平17.11.15内   診療所
     麻医195 川崎市麻生区上麻生５－６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3587560,197.6 あさお・百合クリニッ〒215-0015 044-988-0037医療法人　順黎会　理佐野　順子 平17.12. 1内   診療所
     麻医197 ク 川崎市麻生区虹ケ丘１－１０－１常　勤:    1事長　佐野　順子 組織変更 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3588560,199.2 すこやかこどもクリニ〒215-0024 044-981-3206医療法人社団　すこや小野木　惠子 平18. 1. 1小   診療所
     麻医199 ック 川崎市麻生区白鳥３－５－２　１常　勤:    1か　理事長　小野木　 組織変更 現存
     Ｆ (医       1)惠子 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3589560,200.8 百合ヶ丘水野クリニッ〒215-0011 044-712-2332水野　泰彦 水野　泰彦 平18. 4. 1内   消   外  診療所
     麻医200 ク 川崎市麻生区百合丘１－１６－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3590560,202.4 フィールファインクリ〒215-0004 044-967-1105岡本　浩一 岡本　浩一 平21. 4. 1精   心内 診療所
     麻医202 ニック 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    2 移動 現存
     ディカルモリノビル５Ｆ (医       2) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3591560,203.2 ニコニコこどもクリニ〒215-0036 044-981-0016宮下　好洋 宮下　好洋 平18. 5. 1小   診療所
     麻医203 ック 川崎市麻生区はるひ野４－４－１常　勤:    1 新規 現存
     はるひ野メディカルヴィレッジＣ(医       1) 平24. 5. 1
     棟－１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3592560,205.7 はるひ野内科クリニッ〒215-0036 044-981-0733荒木　康史 荒木　康史 平18. 5. 1内   循   呼  診療所
     麻医205 ク 川崎市麻生区はるひ野４－４－１常　勤:    1 新規 アレ 現存
     はるひ野メディカルヴィレッジＡ(医       1) 平24. 5. 1
     棟－１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3593560,206.5 池内クリニック 〒215-0031 044-981-3330池内　孝夫 池内　孝夫 平18. 4. 1内   消   診療所
     麻医206 川崎市麻生区栗平２－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3594560,207.3 いばらきレディースク〒215-0036 044-981-0086茨木　保 茨木　保 平18. 9.15一般         1診療所
     麻医207 リニック 川崎市麻生区はるひ野４－４－１常　勤:    1 新規 婦   現存
     はるひ野メディカルヴィレッジＣ(医       1) 平24. 9.15
     棟２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3595560,210.7 渡辺内科消化器科医院〒215-0021 044-969-0139医療法人社団　渡辺内渡辺　義郎 平18.12. 1内   消   診療所
     麻医210 川崎市麻生区上麻生４－３４－５常　勤:    1科消化器科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　渡辺　義郎 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3596560,213.1 新百合ヶ丘ステーショ〒215-0021 044-966-1855医療法人社団　黎明会高橋　啓泰 平19. 2. 1内   外   整外診療所
     麻医213 ンクリニック 川崎市麻生区上麻生１－２０－１常　勤:    2　理事長　高橋　啓泰 組織変更 皮   婦   放  現存
     　小田急アコルデ新百合ヶ丘５階(医       2) 平25. 2. 1
     ・６階 非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3597560,214.9 耳鼻咽喉科よしだクリ〒215-0011 044-959-1187吉田　高史 吉田　高史 平19. 6.15耳い 診療所
     麻医214 ニック 川崎市麻生区百合丘１－２－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１ (医       1) 平25. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3598560,215.6 こにし・もりざね眼科〒215-0021 044-966-7787医療法人社団　康美会小西　美奈子 平19. 7. 1眼   診療所
     麻医215 川崎市麻生区上麻生１－３－２　常　勤:    1　理事長　小西　美奈 組織変更 現存
     壱番館ビル７Ｆ (医       1)子 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3599560,217.2 ユミカ内科小児科ファ〒215-0021 044-981-0227石川　結美香 石川　結美香 平19.12. 1内   小   循  診療所
     麻医217 ミリークリニック 川崎市麻生区上麻生５－４０－１常　勤:    1 新規 呼   消   外  現存
     鈴木ビル１階 (医       1) 平25.12. 1整外 こう アレ
     リウ 婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3600560,221.4 医療法人社団　慶徳会〒215-0021 044-954-1893医療法人社団　慶徳会渡邊　雅子 平20.12. 1小   アレ 診療所
     麻医221 　わんぱくこどもクリ川崎市麻生区上麻生４－１５－１常　勤:    2　理事長　坂本　浩一 組織変更 休止
     ニック　新百合ヶ丘 山口台ビル４Ｆ (医       2) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3601560,222.2 百合ヶ丘整形外科クリ〒215-0011 044-953-4433笹尾　三郎 笹尾　三郎 平21. 1. 6整外 リウ リハ診療所
     麻医222 ニック 川崎市麻生区百合丘１－５－１９常　勤:    2 交代 現存
     ワイ．ディ．エム百合丘１Ｆ (医       2) 平21. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3602560,223.0 聖マリアンナ医科大学〒215-8520 044-969-7720学校法人　聖マリアン福田　護 平21. 3. 1放   他   診療所
     麻医223 附属研究所ブレストア川崎市麻生区万福寺６－７－２ 常　勤:    5ナ医科大学　理事長　 新規 現存
     ンド　イメージング先 (医       5)明石　勝也 平21. 3. 1
     端医療センター附属ク 非常勤:   15
     リニック (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3603560,225.5 ひらやま耳鼻咽喉科ク〒215-0004 044-955-3349平山　裕 平山　裕 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     麻医225 リニック 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルモリノビル２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3604560,226.3 医療法人財団　宏寿会〒215-0005 044-951-0630医療法人財団　宏寿会滝田　孝之 平21. 3. 1内   他   診療所
     麻医226 　嶋崎内科医院 川崎市麻生区千代ケ丘８－１－１常　勤:    1　理事長　弘重　壽一 組織変更 現存
     細山産業センタービル２Ｆ－２０(医       1) 平21. 3. 1
     １ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3605560,228.9 くぼ皮膚科クリニック〒215-0004 044-952-4112久保　かおり 久保　かおり 平21. 4. 1皮   診療所
     麻医228 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルモリノビル２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3606560,229.7 新ゆり山手通りこども〒215-0004 044-281-3271東芝　直樹 東芝　直樹 平21. 4. 1小   診療所
     麻医229 クリニック 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルモリノビル２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3607560,232.1 みずほ糖尿病内科 〒215-0004 044-966-2111小尾　竜正 小尾　竜正 平21. 4. 1他   診療所
     麻医232 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルモリノビル２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3608560,233.9 新百合山手　福本内科〒215-0004 044-955-8877福本　学 福本　学 平21. 4. 1内   診療所
     麻医233 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルモリノビル２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3609560,235.4 医療法人社団悠友会　〒215-0011 044-951-1700医療法人社団　悠友会築根　俊明 平22. 1. 1精   心内 診療所
     麻医235 百合丘メンタルクリニ川崎市麻生区百合丘１－１８－１常　勤:    1　理事長　築根　俊明 交代 現存
     ック ７ファイン百合ヶ丘００２ (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3610560,239.6 新ゆり内科 〒215-0017 044-969-3001高橋　央 高橋　央 平22. 5. 1内   他   診療所
     麻医239 川崎市麻生区王禅寺西４－３－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3611560,244.6 百合ヶ丘診療所 〒215-0011 044-328-5998竹岡　知子 竹岡　知子 平22.11. 1内   小   皮  診療所
     麻医244 川崎市麻生区百合丘１－１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ２　サンラフレ百合ヶ丘８－１０(医       1) 平22.11. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3612560,246.1 医療法人社団　聖マリ〒215-0036 044-981-0152医療法人社団　聖マリ渡部　秀憲 平23. 1. 1皮   診療所
     麻医246 ア会　はるひ野皮フ科川崎市麻生区はるひ野４－４－１常　勤:    1ア会　理事長　渡部　 交代 現存
     クリニック 　はるひ野メディカルヴィレッジ(医       1)秀憲 平23. 1. 1
     Ａ棟２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3613560,247.9 医療法人社団　晃進会〒215-0013 044-955-1611医療法人社団　晃進会桑野　稔啓 平23. 9. 1療養       137病院
     麻医247 　たま日吉台病院分院川崎市麻生区王禅寺字五郎谷１１常　勤:    2　理事長　中島　一彦 新規 内   リハ 療養病床
     ４２ (医       2) 平23. 9. 1 現存
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3614560,248.7 たかおか耳鼻咽喉科ク〒215-0005 044-969-2550高岡　卓司 高岡　卓司 平23.11. 1耳い 診療所
     麻医248 リニック 川崎市麻生区千代ケ丘８－１－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3615560,249.5 かきお駅前さいとうク〒215-0021 044-455-7079齋藤　光代 齋藤　光代 平23.12. 1内   アレ 皮  診療所
     麻医249 リニック 川崎市麻生区上麻生６－３９－３常　勤:    1 新規 他   現存
     ５ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3616560,251.1 しんゆり青木整形外科〒215-0004 044-969-7577医療法人社団　青海会青木　航洋 平23.12. 1整外 リウ リハ診療所
     麻医251 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:    1　理事長　青木　航洋 交代 現存
     ディカルモリノビル２０５ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3617560,252.9 かきお整形外科 〒215-0022 044-987-7755山田　広志 山田　広志 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     麻医252 川崎市麻生区下麻生３－２１－５常　勤:    1 新規 現存
     麻生メディカルセンター２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
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 3618560,253.7 医療法人社団　内田毅〒215-0021 044-299-8010医療法人社団　内田毅内田　毅 平24. 6. 1整外 リハ 診療所
     麻医253 クリニック 川崎市麻生区上麻生４－１５－１常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 現存
     山口台ビル　４Ｆ (医       1)内田　毅 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3619560,254.5 医療法人社団　三成会〒215-0026 044-322-9991医療法人社団　三成会笹沼　仁一 平24. 8. 1一般       377病院
     (566,254.9) 　新百合ヶ丘総合病院川崎市麻生区古沢字都古２５５ 常　勤:  101　理事長　渡邉　一夫 新規 内   外   心外現存
     麻医254 (医      99) 平24. 8. 1呼外 神内 脳外
     (歯       1) 整外 産婦 小  
     (薬       1) ひ   耳い 皮  
     非常勤:  393 形外 美外 麻  
     (医     379) 眼   歯外 心内
     (歯      14) リハ 精   病理
     他   
     消内　消外　内
     視内　循内　呼
     内　糖内　腎内
     　透内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3620560,255.2 かきお北口皮ふ科クリ〒215-0021 044-819-6777佐藤　雅道 佐藤　雅道 平24. 8. 1皮   診療所
     麻医255 ニック 川崎市麻生区上麻生５－４０－４常　勤:    1 新規 小皮　美皮 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3621560,256.0 きむら内科クリニック〒215-0023 044-981-6617木村　謙介 木村　謙介 平24.11. 1内   リウ アレ診療所
     麻医256 川崎市麻生区片平５－２４－１５常　勤:    1 新規 神内 他   現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3622560,257.8 しんゆり皮フ科クリニ〒215-0021 044-959-3131医療法人社団　陽夏会薗部　陽 平24.12. 1皮   アレ 他  診療所
     麻医257 ック 川崎市麻生区上麻生１－５－２　常　勤:    1　理事長　薗部　陽 交代 現存
     小田急新百合ヶ丘ビル４Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3623560,258.6 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒215-0021 044-988-2590鈴木　毅 鈴木　毅 平25. 1. 1耳い 診療所
     麻医258 川崎市麻生区上麻生５－３８－５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3624560,260.2 芥川バースクリニック〒215-0021 044-989-3300芥川　修 芥川　修 平25. 6. 1一般 診療所
     麻医260 川崎市麻生区上麻生５－４７－１常　勤:    1 新規     一般    14現存
     (医       1) 平25. 6. 1産   婦   
     非常勤:    4
     (医       4)
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 3625560,261.0 渡辺クリニック 〒215-0021 044-986-1001医療法人柿生会　理事渡 　丈 平25. 7. 1一般        18診療所
     麻医261 川崎市麻生区上麻生７－２２－１常　勤:    2長　渡 　丈 交代 内   脳外 リハ現存
     １ (医       2) 平25. 7. 1ひ   
     非常勤:    6 人透内
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3626561,000.1 医療法人社団充和会　〒215-0021 044-322-0380医療法人社団充和会　橋本　卓史 平26. 1. 1小   診療所
     麻医1000 たくこどもクリニック川崎市麻生区上麻生５－６－１８常　勤:    1理事長　橋本　卓史 交代 現存
     泰平ビル柿生２０１ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3627561,001.9 豊栄会ゆたかクリニッ〒215-0003 044-712-3395医療法人社団豊栄会　長田　勝彦 平26. 1. 1内   診療所
     麻医1001 ク 川崎市麻生区高石５－１－３９　常　勤:    1理事長　井上　重利 交代 現存
     ２Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3628561,002.7 はるひ野整形外科 〒215-0036 044-981-0067医療法人よつばの会　替地　恭介 平26. 3. 1整外 リハ 診療所
     麻医1002 川崎市麻生区はるひ野４－４－１常　勤:    1理事長　替地　恭介 交代 現存
     はるひ野メディカルヴィレッジＢ(医       1) 平26. 3. 1
     棟１・２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3629561,003.5 新ゆり眼科 〒215-0021 044-543-8115安西　欣也 安西　欣也 平26. 4. 1眼   診療所
     麻医1003 川崎市麻生区上麻生１－３－４Ｗ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＫＡビル５Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3630561,004.3 柿生すずき内科循環器〒215-0021 044-988-5577鈴木　宏行 鈴木　宏行 平26. 5. 1内   診療所
     麻医1004 内科 川崎市麻生区上麻生５－２３－６常　勤:    1 新規 循内 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3631561,005.0 新百合ヶ丘石田クリニ〒215-0021 044-959-3105医療法人社団和敬会　石田　一雄 平26. 5. 1内   アレ 診療所
     麻医1005 ック 川崎市麻生区上麻生１－５－２　常　勤:    1理事長　石田　一雄 交代 呼内 現存
     小田急新百合ヶ丘ビル４Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3632561,006.8 野村眼科 〒215-0021 044-819-0250医療法人広神会　理事野村　征敬 平26. 5. 1眼   診療所
     麻医1006 川崎市麻生区上麻生１－４－１　常　勤:    1長　野村　征敬 交代 現存
     小田急新百合ヶ丘エルミロード６(医       1) 平26. 5. 1
     Ｆ６０８ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3633561,007.6 かとう整形外科 〒215-0021 044-980-2323加藤　英治 加藤　英治 平26. 6. 1整外 リハ 診療所
     麻医1007 川崎市麻生区上麻生５－３９－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ハルグラン柿生１０１ (医       1) 平26. 6. 1
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 3634561,008.4 柿生記念病院 〒215-0021 044-989-0008関田　則昭 関田　則昭 平26. 6.13介護        58病院
     麻医1008 川崎市麻生区上麻生６－２８－２常　勤:    7 交代 療養       212療養病床
     ０ (医       7) 平26. 6.13内   神内 リハ現存
     非常勤:    5 消内
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3635561,009.2 ふるたクリニック 〒215-0011 044-959-5116医療法人社団ケーイー古田　一徳 平26. 7. 1内   外   小  診療所
     麻医1009 川崎市麻生区百合丘１－１９－２常　勤:    1　理事長　古田　一徳 交代 現存
     司生堂ビル１Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3636561,010.0 柿生眼科 〒215-0021 044-966-7046長谷　英樹 長谷　英樹 平26. 8. 1眼   診療所
     麻医1010 川崎市麻生区上麻生１－２０－１常　勤:    1 交代 現存
     小田急アコルデ新百合ケ丘５Ｆ５(医       1) 平26. 8. 1
     ０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3637561,011.8 医療法人社団伍光会　〒215-0018 044-819-4170医療法人社団伍光会　大橋　晃太 平26.10. 1内   精   診療所
     麻医1011 川崎北部在宅診療所 川崎市麻生区王禅寺東３－３１－常　勤:    1理事長　肌附　英幸 交代 現存
     １５ライリッヒ・ストーレ１０８(医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3638260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-0143 042-772-4291神奈川県厚生農業協同高野　靖悟 昭32. 9.20一般       431地域支援
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ 常　勤:  119組合連合会　代表理事 その他       6病院
     相医40 同病院 (医     116)理事長　井上　貢 平23. 9.20内   外   精  現存
     (歯       3) 小   整外 脳外
     非常勤:    2 呼外 心外 皮  
     (医       2) ひ   眼   耳い
     麻   形外 リハ
     歯外 産婦 リウ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3639260,218.3 西脇医院 〒252-0143 042-771-5255西脇　俊幸 西脇　俊幸 昭47. 1.15内   小   皮  診療所
     相医218 相模原市緑区橋本４－５－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3640260,292.8 橋本クリニック 〒252-0143 042-773-1571櫻井　健治 櫻井　健治 平12. 9.25内   ひ   診療所
     相医292 相模原市緑区橋本３－２１－５ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24. 9.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3641260,339.7 医療法人社団鴻友会　〒252-0137 042-762-5351医療法人社団鴻友会湘佐藤　好信 昭62. 4. 1療養       152病院
     相医339 湘北病院 相模原市緑区二本松１－３７－９常　勤:    5北病院　理事長　佐藤 介護        54現存
     (医       5)　好信 平23. 4. 1内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3642260,347.0 医療法人社団　塚田医〒252-0143 042-772-6877医療法人社団塚田医院塚田　久雄 昭62.11.10外   内   整外診療所
     (266,347.4) 院 相模原市緑区橋本１－１７－２０常　勤:    3　理事長　塚田　久雄 歯   現存
     相医347 (医       2) 平23.11.10
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3643260,356.1 りつの医院 〒252-0144 042-773-3322立之　芳源 立之　芳源 平15. 4. 1内   小   診療所
     相医356 相模原市緑区東橋本２－１９－９常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3644260,404.9 森井整形外科 〒252-0143 042-771-9008森井　孝通 森井　孝通 平 3.11. 1整外 リハ 診療所
     相医404 相模原市緑区橋本６－８－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3645260,427.0 医療法人社団晃友会　〒252-0143 042-773-7300医療法人社団晃友会山山瀬　隆 平 5. 4. 1一般 診療所
     相医427 山瀬整形外科 相模原市緑区橋本５－１０－２６常　勤:    3瀬整形外科　理事長　 組織変更     一般    19現存
     (医       3)山瀬　隆 平23. 4. 1整外 リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3646260,441.1 浅生耳鼻咽喉科 〒252-0143 042-770-0727浅生　宏 浅生　宏 平18.12. 1耳い 診療所
     相医441 相模原市緑区橋本３－２０－１４常　勤:    1 移動 現存
     　平英ビル１階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3647260,446.0 真島医院 〒252-0137 042-772-3791医療法人社団　真島医真島　暉明 平20. 4. 1整外 内   皮  診療所
     相医446 相模原市緑区二本松４－２４－３常　勤:    1院　理事長　真島　暉 移動 現存
     ２－２ (医       1)明 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3648260,452.8 医療法人財団　明理会〒252-0141 042-772-3100医療法人財団　明理会川村　洋和 平 7. 2. 1一般        60病院
     相医452 　相原病院 相模原市緑区相原５－１２－５ 常　勤:    7　理事長　中村　哲也 組織変更 療養        66現存
     (医       7) 平22. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   35
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3649260,494.0 医療法人財団愛慈会　〒252-0135 042-761-2331医療法人財団　愛慈会川村　一彦 平 8.10. 1療養       315病院
     相医494 相和病院 相模原市緑区大島１７５２ 常　勤:    3　理事長　川村　一彦 組織変更 内   現存
     (医       3) 平23.10. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3650260,497.3 医療法人社団　廣淳会〒252-0143 042-772-1310医療法人社団　廣淳会矢田　廣章 平 8.11. 1内   小   循  診療所
     相医497 　矢田内科小児科医院相模原市緑区橋本２－３－６吉美常　勤:    1　矢田内科小児科医院 組織変更 消   現存
     ビル２階 (医       1)　理事長　矢田　廣章 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3651260,504.6 さくら眼科クリニック〒252-0143 042-774-3009松田　弘 松田　弘 平 9. 4. 1眼   診療所
     相医504 相模原市緑区橋本４－１８－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3652260,505.3 二本松医院 〒252-0141 042-772-2916医療法人　二本松医院中島　洋 平 9. 4. 1小   診療所
     相医505 相模原市緑区相原５－１－２６ 常　勤:    2　理事長　中島　洋 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3653260,512.9 レディース・クリニッ〒252-0143 042-770-7700大澤　章吾 大澤　章吾 平 9. 8. 1産婦 内   診療所
     相医512 ク大沢 相模原市緑区橋本３－２９－１４常　勤:    1 新規 現存
     若松庵ビル２Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3654260,546.7 中濵クリニック 〒252-0143 042-773-8819医療法人社団　愛友会中濵　昌夫 平12. 3.29胃   内   外  診療所
     (266,546.1) 相模原市緑区橋本４－１１－３４常　勤:    1　理事長　中濵　昌夫 移動 整外 小   歯  現存
     相医546 (医       1) 平24. 3.29
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3655260,550.9 さがみ永愛クリニック〒252-0143 042-771-3909医療法人社団　永愛会堀井　昭広 平11. 9. 1精   神   心内診療所
     相医550 橋本分院 相模原市緑区橋本３－１９－２０常　勤:    1　理事長　永山　直道 新規 現存
     ＮＢＫビル２Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3656260,551.7 大島クリニック 〒252-0135 042-763-5581山口　規 山口　規 平11. 9. 1産婦 内   診療所
     相医551 相模原市緑区大島１７４１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3657260,565.7 山本医院 〒252-0135 042-761-9381山本　顕 山本　顕 平12. 3.24内   小   診療所
     相医565 相模原市緑区大島３２６３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3658260,583.0 中川内科・胃腸科クリ〒252-0143 042-775-6610中川　辰郎 中川　辰郎 平13. 1.15内   胃   外  診療所
     相医583 ニック 相模原市緑区橋本４－１８－１３常　勤:    1 新規 現存
     ビラベルビュー１Ｆ (医       1) 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3659260,586.3 晃友内科整形外科 〒252-0135 042-760-6200医療法人社団　晃友会奥田　秀司 平13. 4. 1一般        19診療所
     相医586 相模原市緑区大島１５８５－５ 常　勤:    3　理事長　山瀬　隆 新規 内   整外 リハ現存
     (医       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3660260,589.7 橋本みなみ内科本院 〒252-0143 042-700-3712柴原　奈美 柴原　奈美 平25. 4. 5内   他   診療所
     相医589 相模原市緑区橋本７－５－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 4. 5
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3661260,594.7 長谷川レディースクリ〒252-0143 042-700-5680長谷川　剛志 長谷川　剛志 平13. 6. 1産婦 診療所
     相医594 ニック 相模原市緑区橋本２－３－６吉美常　勤:    1 新規 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3662260,614.3 鈴木内科・循環器科 〒252-0143 042-771-2201鈴木　研欽 鈴木　研欽 平14. 9.15内   循   胃  診療所
     相医614 相模原市緑区橋本６－２－２Ｂ’常　勤:    1 新規 現存
     ｓタワー橋本３階Ｅ３０１－②③(医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3663260,615.0 やじま泌尿器科クリニ〒252-0143 042-700-1631矢島　通孝 矢島　通孝 平14.11. 1ひ   内   外  診療所
     相医615 ック 相模原市緑区橋本６－２６－１４常　勤:    1 新規 皮   現存
     龍生堂橋本ビル１Ｆ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3664260,617.6 医療法人　矢島医院 〒252-0143 042-772-1561医療法人　矢島医院　矢島　晴美 平17. 5. 1内   小   放  診療所
     相医617 相模原市緑区橋本６－３２－１０常　勤:    2理事長　矢島　晴美 移動 現存
     (医       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3665260,618.4 あるて眼科クリニック〒252-0143 042-700-2016医療法人社団　耕徳会奥脇　賢一 平15. 1. 1眼   アレ 内  診療所
     相医618 相模原市緑区橋本６－２－２－Ｅ常　勤:    2　理事長　奥脇　賢一 組織変更 現存
     ３０２ (医       2) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3666260,620.0 つじクリニック 〒252-0136 042-764-2400辻　孝彦 辻　孝彦 平15. 4. 1内   整外 外  診療所
     相医620 相模原市緑区上九沢４番地市営上常　勤:    1 新規 現存
     九沢団地 (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3667260,621.8 小山医院皮膚科 〒252-0143 042-772-2239小山　啓一郎 小山　啓一郎 平15. 3.24皮   診療所
     相医621 相模原市緑区橋本３－２４－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3668260,624.2 りつの本医院 〒252-0144 042-773-1577立之　英世 立之　英世 平15. 5. 1内   消   循  診療所
     相医624 相模原市緑区東橋本１－５－１２常　勤:    1 新規 小   アレ リハ現存
     (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3669260,633.3 小俣医院 〒252-0143 042-772-2525小俣　明弘 小俣　明弘 平15. 6.11内   小   診療所
     相医633 相模原市緑区橋本８－３－３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3670260,643.2 千島クリニック 〒252-0131 042-775-2770千島　由朗 千島　由朗 平15.11. 1消   外   内  診療所
     相医643 相模原市緑区西橋本４－８－４１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3671260,651.5 岡部クリニック 〒252-0143 042-771-3387岡部　聰 岡部　聰 平16. 1. 1内   消   こう診療所
     相医651 相模原市緑区橋本３－１５－４Ａ常　勤:    1 新規 外   現存
     ・Ｋドリーム橋本Ⅱ１階 (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3672260,653.1 下九沢内科クリニック〒252-0134 042-762-0541清水　浩介 清水　浩介 平16. 2.15内   消   呼  診療所
     相医653 相模原市緑区下九沢１３８１－１常　勤:    1 新規 循   胃   現存
     第１５明智ビル１０５ (医       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3673260,665.5 にかい皮膚科 〒252-0143 042-772-3964医療法人社団隆神会　神部　隆之 平16.12. 1皮   診療所
     相医665 相模原市緑区橋本６－２－３ 常　勤:    1理事長　神部　隆之 組織変更 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3674260,670.5 ねもとアイクリニック〒252-0143 042-700-3355根本　徹 根本　徹 平17. 1.15眼   診療所
     相医670 相模原市緑区橋本３－１４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平23. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3675260,681.2 ミウィ橋本アイクリニ〒252-0143 042-700-7544岩田　隆成 岩田　隆成 平17. 8.15眼   診療所
     相医681 ック 相模原市緑区橋本３－２８－１ミ常　勤:    1 新規 現存
     ウィ橋本３Ｆ (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3676260,684.6 すなおしこどもクリニ〒252-0131 042-770-7450医療法人すなおしこど砂押　渉 平17.11. 1小   診療所
     相医684 ック 相模原市緑区西橋本５－１－１ラ常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     ・フロール３Ｆ (医       1)　砂押　渉 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3677260,688.7 相模原赤十字病院 〒252-0157 042-784-1101日本赤十字社神奈川県山田　亮二 平18. 3.20一般       132病院
     相医688 相模原市緑区中野２５６ 常　勤:   22支部　支部長　黒岩　 その他 内   呼   消  現存
     (医      22)祐治 平24. 3.20循   小   外  
     非常勤:   27 整外 産婦 眼  
     (医      27) こう 放   ひ  
     神内 リハ 精  
     皮   耳い 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3678260,689.5 松岡医院 〒252-0171 042-684-2156松岡　功 松岡　功 平18. 3.20内   小   診療所
     相医689 相模原市緑区与瀬７９６ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3679260,691.1 医療法人社団悠心会　〒252-0159 042-784-4114医療法人社団悠心会　西田　耕造 平18. 3.20一般        44病院
     相医691 森田病院 相模原市緑区三ケ木６２７ 常　勤:    8理事長　森田　忠夫 その他 療養        50療養病床
     (医       8) 平24. 3.20内   呼内 外  現存
     非常勤:   20 整外 小   皮  
     (医      20) 麻   
     循内　消内　消
     外　肛外　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3680260,694.5 医療法人　司命堂　梶〒252-0171 042-685-0611医療法人司命堂　理事梶原　功嗣 平18. 3.20整外 形外 内  診療所
     相医694 原医院 相模原市緑区与瀬１０９１ 常　勤:    1長　梶原　功嗣 その他 小   リハ ひ  現存
     (医       1) 平24. 3.20心内 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3681260,695.2 医療法人社団　りつの〒252-0155 042-785-0055医療法人社団　りつの立之　英正 平18. 3.20内   外   小  診療所
     相医695 クリニック 相模原市緑区鳥屋１１６２－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 その他 リハ 放   アレ現存
     (医       1)立之　英正 平24. 3.20皮   整外 他  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3682260,696.0 原田医院 〒252-0172 042-684-3838原田　工 原田　工 平18. 3.20内   小   診療所
     相医696 相模原市緑区与瀬本町２１－３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3683260,697.8 医療法人社団　東華会〒252-0176 042-685-0021医療法人社団　東華会佐瀬　輝夫 平18. 3.20精神       205病院
     相医697 　相模湖病院 相模原市緑区寸沢嵐２８９１ 常　勤:    4　理事長　原　孝 その他 精   神   現存
     (医       4) 平24. 3.20
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3684260,698.6 津久井やまゆり園診療〒252-0174 042-684-3511社会福祉法人　かなが山本　賴祗 平18. 3.20内   精   歯  診療所
     (266,698.0) 所 相模原市緑区千木良４７６ 常　勤:    1わ共同会　理事長　米 その他 耳い 整外 現存
     相医698 (医       1)山　勝彦 平24. 3.20
     非常勤:   11
     (医       8)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3685260,703.4 相模原市国民健康保険〒252-0162 042-787-2834相模原市長 永井　輝明 平18. 3.20内   小   外  診療所
     相医703 青根診療所 相模原市緑区青根１８３７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3686260,704.2 相模原市国民健康保険〒252-0175 042-685-0017相模原市長 土肥　直樹 平18. 3.20内   小   外  診療所
     相医704 内郷診療所 相模原市緑区若柳１２０７ 常　勤:    1 交代 整外 胃   現存
     (医       1) 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3687260,714.1 医療法人社団　育徳会〒252-0143 042-700-1107医療法人社団　育徳会頼　徳成 平18. 6. 1耳い アレ 診療所
     相医714 　橋本北口耳鼻咽喉科相模原市緑区橋本４－１８－１３常　勤:    1　理事長　頼　徳成 組織変更 現存
     ヴィラベルヴュー１Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3688260,718.2 内科クリニックこばや〒252-0131 042-770-7371医療法人　内科クリニ小林　一雄 平18.11. 1内   循   診療所
     相医718 し 相模原市緑区西橋本５－１－１東常　勤:    1ックこばやし　理事長 組織変更 現存
     急ストア橋本店３Ｆ (医       1)　小林　一雄 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3689260,722.4 あいクリニック 〒252-0143 042-770-9807医療法人社団　正神会安井　正 平18.12. 1精   心内 診療所
     相医722 相模原市緑区橋本３－３１－５星常　勤:    1　理事長　安井　正 組織変更 現存
     山ビル１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3690260,725.7 橋本医院 〒252-0143 042-774-4686医療法人　華興会　理尾畑　仁貴 平19. 1. 1内   循   胃  診療所
     相医725 相模原市緑区橋本５－１３－２ 常　勤:    1事長　尾畑　仁貴 組織変更 小   皮   放  現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3691260,727.3 相模原市国保日連診療〒252-0185 042-687-2005相模原市長 村中　清一郎 平19. 3.11内   小   診療所
     相医727 所 相模原市緑区日連１０３７－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3692260,729.9 城山耳鼻咽喉科 〒252-0111 042-782-7734長井　大二 長井　大二 平19. 3.11耳い 診療所
     相医729 相模原市緑区川尻１７０９－５ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3693260,730.7 吉武内科医院 〒252-0102 042-782-6300吉武　泰俊 吉武　泰俊 平19. 3.11内   小   診療所
     相医730 相模原市緑区原宿２－１０－６ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3694260,731.5 湖畔クリニック 〒252-0117 042-782-6889藤田　和雄 藤田　和雄 平19. 3.11内   小   診療所
     相医731 相模原市緑区中沢６７３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3695260,732.3 医療法人社団　清伸会〒252-0186 042-689-2321医療法人社団　清伸会加藤　隆司 平19. 3.11療養       216病院
     相医732 　ふじの温泉病院 相模原市緑区牧野８１４７－２ 常　勤:    8　理事長　加藤　隆司 その他 精神       256療養病床
     (医       8) 平25. 3.11内   神   精  現存
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3696260,733.1 矢吹整形外科 〒252-0103 042-782-4554医療法人社団　碧聖会矢吹　正彦 平19. 3.11一般        19診療所
     相医733 相模原市緑区原宿南２－４８－１常　勤:    1　矢吹整形外科　理事 その他 整外 リウ 内  現存
     ８ (医       1)長　矢吹　正彦 平25. 3.11外   小   リハ
     非常勤:    1 放   皮   アレ
     (医       1) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3697260,734.9 医療法人社団　山下医〒252-0185 042-687-2061医療法人社団　山下医山下　友義 平19. 3.11一般        11診療所
     相医734 院 相模原市緑区日連５８５－１ 常　勤:    1院　理事長　山下　友 その他 療養         6現存
     (医       1)義 平25. 3.11内   小   整外
     外   麻   形外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3698260,735.6 にしさこレディースク〒252-0103 042-782-4135医療法人社団　平雄会西迫　潤 平19. 3.11一般         9診療所
     相医735 リニック 相模原市緑区原宿南２－３９－７常　勤:    1　理事長　西迫　真 その他 小   産婦 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3699260,736.4 医療法人　佐藤医院 〒252-0111 042-783-1183医療法人　佐藤医院　佐藤　弘 平19. 3.11内   小   皮  診療所
     相医736 相模原市緑区川尻１６６１－１０常　勤:    1理事長　佐藤　弘 その他 耳い リハ 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3700260,738.0 原宿南クリニック 〒252-0103 042-782-3789内田　昭雄 内田　昭雄 平19. 3.11整外 リウ リハ診療所
     相医738 相模原市緑区原宿南２－１３－４常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3701260,740.6 城山内科呼吸器科クリ〒252-0102 042-783-0552飯泉　工 飯泉　工 平19. 3.11内   呼   アレ診療所
     相医740 ニック 相模原市緑区原宿４－２－７０ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3702260,741.4 城山すずきクリニック〒252-0111 042-783-8377鈴木　俊夫 鈴木　俊夫 平19. 3.11内   消   アレ診療所
     相医741 相模原市緑区川尻１４２４－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3703260,743.0 さきさか整形外科クリ〒252-0131 042-700-6175向坂　彰二郎 向坂　彰二郎 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     相医743 ニック 相模原市緑区西橋本５－１－１　常　勤:    1 新規 現存
     ラ・フロール３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3704260,753.9 はしもとメンタルクリ〒252-0143 042-779-8557山本　達也 山本　達也 平19. 6. 1神   心内 精  診療所
     相医753 ニック 相模原市緑区橋本６－４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3705260,764.6 はまくぼクリニック 〒252-0143 042-770-1811濱窪　悟 濱窪　悟 平19. 9.15内   消   外  診療所
     相医764 相模原市緑区橋本６－２０－１リ常　勤:    1 新規 現存
     ビオ橋本タワーブロードビーンズ(医       1) 平25. 9.15
     １階Ｂ
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 3706260,765.3 医療法人社団増田厚生〒252-0143 042-775-8333医療法人社団増田厚生増田　直樹 平25. 8. 7精   神内 心内診療所
     相医765 会　橋本こころのクリ相模原市緑区橋本２－２２－４ 常　勤:    2会　理事長　増田　直 移動 現存
     ニック (医       2)樹 平25. 8. 7
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3707260,768.7 ＪＡ健康管理センター〒252-0143 042-772-3296神奈川県厚生農業協同中安　 夫 平19.12. 1内   婦   診療所
     相医768 さがみはら 相模原市緑区橋本６－１－１４Ｔ常　勤:    6組合連合会　代表理事 新規 現存
     ＨＥ　ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　ＴＯ(医       6)理事長　井上　貢 平25.12. 1
     ＷＥＲ　３・４階 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3708260,770.3 しなだ呼吸器循環器ク〒252-0143 042-700-3322医療法人社団　一峰会品田　純 平19.12. 1呼   循   外  診療所
     相医770 リニック 相模原市緑区橋本３－１４－１橋常　勤:    1　理事長　品田　純 組織変更 内   現存
     本メディカルビル２階 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3709260,774.5 ひらお耳鼻咽喉科 〒252-0134 042-764-4187平尾　隆 平尾　隆 平20. 4. 1耳   アレ 診療所
     相医774 相模原市緑区下九沢１９１２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3710260,781.0 佐野川クリニック 〒252-0181 042-687-5471小林　國力 小林　國力 平20. 5.15内   外   診療所
     相医781 相模原市緑区佐野川３４４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3711260,785.1 城山右田医院 〒252-0105 042-782-2120村田　恭子 村田　恭子 平20. 7.19皮   アレ 診療所
     相医785 相模原市緑区久保沢１－２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3712260,791.9 橋本レディース・クリ〒252-0131 042-860-7171安達　英夫 安達　英夫 平20.10. 1婦   他   診療所
     相医791 ニック 相模原市緑区西橋本５－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3713260,792.7 医療法人社団　クラー〒252-0131 042-700-0215医療法人社団　クラー佐久間　宏行 平21. 1. 1皮   アレ 診療所
     相医792 ク会　橋本皮膚科クリ相模原市緑区西橋本５－１－１ｌ常　勤:    1ク会　理事長　山本　 組織変更 現存
     ニック ａ　Ｆｌｏｒｅ（ラ・フロール）(医       1)直樹 平21. 1. 1
     ３Ｆ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3714260,795.0 相模原西メディカルセ〒252-0157 042-784-5199一般社団法人　相模原原田　工 平21. 4. 1内   小   診療所
     相医795 ンター急病診療所 相模原市緑区中野１６８１－１ 常　勤:    1市医師会　会長　黒沢 交代 現存
     (医       1)　恒平 平21. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3715260,801.6 よしむらクリニック 〒252-0135 042-764-6633吉村　彰洋 吉村　彰洋 平21.11. 1内   他   診療所
     相医801 相模原市緑区大島８６６－３大島常　勤:    1 新規 現存
     ＨＳ店舗１Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3716260,806.5 相模原市立千木良診療〒252-0174 042-684-2046相模原市長 楳川　紗理 平22. 4. 1内   小   外  診療所
     相医806 所 相模原市緑区千木良８５２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3717260,807.3 相模原市立青野原診療〒252-0161 042-787-0004相模原市長 髙畑　丞 平22. 4. 1内   小   外  診療所
     相医807 所 相模原市緑区青野原２０１５－２常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3718260,808.1 相模原市立藤野診療所〒252-0184 042-687-2229相模原市長 匹田　さやか 平22. 4. 1内   小   外  診療所
     相医808 相模原市緑区小渕１６５６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3719260,809.9 めぐみクリニック 〒252-0135 042-762-1432河野　潤 河野　潤 平22. 4. 1内   小   診療所
     相医809 相模原市緑区大島１２２９－３０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3720260,811.5 なでしこクリニック 〒252-0143 042-770-5544医療法人　健優会　理古田　淳 平22. 6. 1形外 美外 皮  診療所
     相医811 相模原市緑区橋本６－２０－１リ常　勤:    1事長　古田　淳 交代 現存
     ビオ橋本２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3721260,814.9 たかはし眼科 〒252-0146 042-703-0205髙橋　清喜 髙橋　清喜 平22. 9. 1眼   診療所
     相医814 相模原市緑区大山町１－２２　ア常　勤:    1 新規 現存
     リオ橋本１Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3722260,815.6 小沼整形外科医院 〒252-0144 042-772-4858小沼　賢治 小沼　賢治 平22. 8.17整外 リウ 診療所
     相医815 相模原市緑区東橋本３－１６－１常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平22. 8.17
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 3723260,821.4 晃友脳神経外科眼科病〒252-0135 042-761-2100医療法人社団　晃友会岩井　良成 平23. 1. 1一般        40病院
     相医821 院 相模原市緑区大島１６０５－１ 常　勤:    8　理事長　山瀬　隆 組織変更 脳外 眼   リハ現存
     (医       8) 平23. 1. 1他   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3724260,822.2 広瀬病院 〒252-0105 042-782-3021医療法人社団　守成会廣瀨　憲一 平23. 1. 1一般        37病院
     相医822 相模原市緑区久保沢２－３－１６常　勤:    5　理事長　廣瀨　憲一 交代 療養        34療養病床
     (医       5) 平23. 1. 1内   呼内 眼  現存
     非常勤:   21 外   整外 リハ
     (医      21) 精   心内 
     循内　人透内　
     消内　糖内　消
     外　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3725260,852.9 医療法人社団　東華会〒252-0134 042-763-0075医療法人社団　東華会杉﨑　晴之 平25. 2. 1小   内   精  診療所
     相医852 　橋本南ファミリーク相模原市緑区下九沢１７７９－１常　勤:    1　理事長　原　孝 新規 心内 現存
     リニック (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3726260,853.7 藤野在宅緩和ケアクリ〒252-0187 042-684-9166石橋　了知 石橋　了知 平25. 3. 1他   診療所
     相医853 ニック 相模原市緑区名倉８３７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3727260,856.0 相模原北メディカルセ〒252-0131 042-703-3000一般社団法人相模原市細田　稔 平25. 4. 1内   診療所
     相医856 ンター急病診療所 相模原市緑区西橋本５－３－２１常　勤:    1医師会　会長　黒沢　 新規 現存
     (医       1)恒平 平25. 4. 1
     非常勤:   49
     (医      49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3728260,860.2 にしさここどもクリニ〒252-0103 042-783-1101西迫　真 西迫　真 平25. 3. 1小   診療所
     相医860 ック 相模原市緑区原宿南２－４２－１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3729260,861.0 橋本みなみ腎クリニッ〒252-0131 042-700-3711磯貝　修 磯貝　修 平25. 5. 1内   他   診療所
     相医861 ク 相模原市緑区西橋本２－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3730260,865.1 小田内科クリニック 〒252-0103 042-851-2391医療法人社団小田グル小田　明男 平25. 5. 1内   他   診療所
     相医865 相模原市緑区原宿南１－９－１ 常　勤:    1ープ　理事長　小田　 交代 現存
     (医       1)明男 平25. 5. 1
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 3731260,866.9 相模原みどりクリニッ〒252-0143 042-700-8025医療法人社団貴人会　上野　貴士 平25. 5. 1内   整外 アレ診療所
     相医866 ク 相模原市緑区橋本５－１３－１　常　勤:    1理事長　上野　貴士 交代 皮   他   現存
     インテレクチュアルビル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3732260,870.1 よこ田こどもクリニッ〒252-0143 042-773-5515横田　行史 横田　行史 平25. 9. 1小   アレ 診療所
     相医870 ク 相模原市緑区橋本３－１１－２小常　勤:    1 新規 内泌・代小 現存
     池ビル１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3733261,007.9 ワゲン療育病院長竹 〒252-0154 042-784-7227社会福祉法人相模更生保坂　和子 平26. 4. 1一般 病院
     相医1007 相模原市緑区長竹４９４－１ 常　勤:    1会　理事長　座間　富 新規     一般    20現存
     (医       1)蔵 平26. 4. 1内   神内 小  
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3734261,013.7 浮田医院 〒252-0137 042-772-7371浮田　雄生 浮田　雄生 平26. 4. 8内   小   診療所
     相医1013 相模原市緑区二本松１－６－２ 常　勤:    1 交代 胃内　消内　内現存
     (医       1) 平26. 4. 8視内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3735261,016.0 あさひクリニック 〒252-0144 042-707-9555医療法人旭良会　理事霧生　孝司 平26. 6. 1外   診療所
     相医1016 相模原市緑区東橋本３－１－１６常　勤:    1長　霧生　孝司 交代 胃内　肛外　内現存
     (医       1) 平26. 6. 1視内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3736260,038.5 医療法人社団相和会　〒252-0206 042-754-2222医療法人社団相和会　土屋　敦 昭32. 9.20一般       161病院
     相医38 渕野辺総合病院 相模原市中央区淵野辺３－２－８常　勤:   42理事長　土屋　敦 内   消   呼  現存
     (医      42) 平23. 9.20循   神内 小  
     非常勤:   73 外   整外 脳外
     (医      73) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3737260,039.3 総合相模更生病院 〒252-5225 042-752-1808社会福祉法人相模更生井出　道也 昭32. 9.20一般       168病院
     相医39 相模原市中央区小山３４２９ 常　勤:   24会　理事長　座間　富 介護        57現存
     (医      24)蔵 平23. 9.20内   外   整外
     非常勤:    5 小   皮   産婦
     (医       5) 眼   耳い 放  
     麻   精   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3738260,075.7 独立行政法人地域医療〒252-0206 042-752-2025独立行政法人地域医療内野　直樹 昭35. 4. 1一般       212病院
     (266,075.1) 機能推進機構　相模野相模原市中央区淵野辺１－２－３常　勤:   56機能推進機構　理事長 内   小   外  現存
     相医75 病院 ０ (医      54)　尾身　茂 平23. 4. 1整外 皮   ひ  
     (歯       2) 産婦 眼   麻  
     非常勤:   31 歯外 他   
     (医      30)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3739260,176.3 梨本病院 〒252-0227 042-753-2301梨本　剛 梨本　剛 昭44. 6. 1一般        32病院
     相医176 相模原市中央区光が丘１－８－７常　勤:    2 内   胃   外  現存
     (医       2) 平23. 6. 1整外 皮   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3740260,193.8 今村医院 〒252-0237 042-755-5295今村　正道 今村　正道 昭48. 2. 1内   精   神  診療所
     相医193 相模原市中央区千代田７－１２－常　勤:    1 現存
     ２０ (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3741260,207.6 医療法人社団仁和会　〒252-0231 042-755-2133医療法人社団仁和会　伊藤　良仁 昭46. 1. 1一般        28病院
     相医207 相模原伊藤病院 相模原市中央区相模原４－１１－常　勤:    3相模原伊藤病院　理事 療養        56現存
     ４ (医       3)長　伊藤　良仁 平22. 1. 1内   神内 リハ
     非常勤:   10 循内　胃内　
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3742260,224.1 河津耳鼻咽喉科医院 〒252-0231 042-755-3879河津　芳典 河津　芳典 昭50.12. 1耳い 診療所
     相医224 相模原市中央区相模原１－７－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3743260,231.6 相模原中央メディカル〒252-0236 042-756-1700一般社団法人　相模原桐生　迪介 平12. 4. 1内   小   外  診療所
     相医231 センター急病診療所 相模原市中央区富士見６－１－１常　勤:    1市医師会　会長　黒沢 移動 現存
     (医       1)　恒平 平24. 4. 1
     非常勤:  120
     (医     120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3744260,244.9 南橋本診療所 〒252-0253 042-773-5077柳沢　洋一 柳沢　洋一 昭50. 1. 1内   小   診療所
     相医244 相模原市中央区南橋本２－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3745260,245.6 相模原市立陽光園第二〒252-0226 042-756-8410相模原市長 清水　正勝 昭50. 4. 1整外 診療所
     相医245 陽光園 相模原市中央区陽光台３－１９－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3746260,249.8 千代田クリニック 〒252-0237 042-757-0102森　俊一 森　俊一 昭56.12. 1内   胃   外  診療所
     相医249 相模原市中央区千代田４－４－１常　勤:    1 整外 皮   現存
     ０ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3747260,252.2 菊池医院 〒252-0226 042-756-0545菊池　敏夫 菊池　敏夫 昭51. 5. 1内   小   診療所
     相医252 相模原市中央区陽光台４－１６－常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3748260,268.8 坂本胃腸科外科 〒252-0234 042-756-2611坂本　清文 坂本　清文 昭53. 5.15内   胃   小  診療所
     相医268 相模原市中央区共和２－１２－１常　勤:    1 外   整外 皮  現存
     ４ (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3749260,270.4 星ケ丘眼科 〒252-0226 042-758-0710西岡　佳世子 西岡　佳世子 平 2.11. 1眼   診療所
     相医270 相模原市中央区陽光台１－３－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3750260,286.0 野呂医院 〒252-0237 042-758-4645野呂　成子 野呂　成子 昭55. 6. 1内   小   精  診療所
     相医286 相模原市中央区千代田６－７－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3751260,294.4 金沢内科医院 〒252-0229 042-756-4945金沢　京介 金沢　京介 昭55.10.15内   小   診療所
     相医294 相模原市中央区弥栄２－１８－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3752260,295.1 河口外科整形外科医院〒252-0232 042-758-2351河口　裕雄 河口　裕雄 昭55.11. 1一般        18診療所
     相医295 相模原市中央区矢部２－２９－２常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平22.11. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3753260,297.7 青柳眼科医院 〒252-0231 042-758-1811青栁　健男 青栁　健男 平17. 9.13眼   診療所
     相医297 相模原市中央区相模原１－１－１常　勤:    1 移動 現存
     ９ (医       1) 平23. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3754260,302.5 医療法人社団哺育会　〒252-0254 042-773-3211医療法人社団哺育会さ吉野　靖 昭56. 6. 1療養       130病院
     相医302 さがみリハビリテーシ相模原市中央区下九沢５４－２ 常　勤:    7がみリハビリテーショ 内   神内 外  現存
     ョン病院 (医       7)ン病院　理事長　中村 平23. 6. 1整外 形外 リハ
     非常勤:   11　秀夫 脳外 他   
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3755260,314.0 医療法人社団白寿会　〒252-0245 042-778-3080医療法人社団白寿会　阿部　好文 昭58. 4. 1療養        60病院
     相医314 田名病院 相模原市中央区田名塩田３－１４常　勤:    3理事長　阿部　好文 介護        76療養病床
     －３６ (医       3) 平22. 4. 1内   精   リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3756260,317.3 岩久内科クリニック 〒252-0243 042-762-2552岩久　建夫 岩久　建夫 昭61. 4.24内   小   診療所
     相医317 相模原市中央区上溝６－１１－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3757260,335.5 田中小児科医院 〒252-0206 042-752-2130田中　富美子 田中　富美子 昭61.10. 1小   アレ 内  診療所
     相医335 相模原市中央区渕野辺４－２２－常　勤:    1 現存
     １２ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3758260,343.9 箕岡医院 〒252-0242 042-753-2241箕岡　真子 箕岡　真子 平元. 5. 1内   胃   小  診療所
     相医343 相模原市中央区横山３－１０－５常　勤:    2 外   整外 皮  現存
     (医       2) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3759260,348.8 林クリニック 〒252-0225 042-751-0151林　正俊 林　正俊 昭63. 3. 1内   消   循  診療所
     相医348 相模原市中央区緑が丘２－２８－常　勤:    1 小   現存
     ３ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3760260,372.8 あべクリニック 〒252-0233 042-752-8187医療法人社団朗実会　阿部　剛 平元.10. 1内   外   他  診療所
     相医372 相模原市中央区鹿沼台２－１８－常　勤:    2理事長　阿部　剛 現存
     ２０ (医       2) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3761260,373.6 正来耳鼻咽喉科医院 〒252-0226 042-756-5673医療法人社団正来耳鼻正來　隆 平元.10. 1耳い 診療所
     相医373 相模原市中央区陽光台４－３６－常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     １０ (医       1)正來　隆 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3762260,374.4 医療法人社団　西村ク〒252-0213 042-753-3555医療法人社団西村クリ西村　浩 平元.10. 2内   小   皮  診療所
     相医374 リニック 相模原市中央区すすきの町３６－常　勤:    1ニック　理事長　西村 アレ 現存
     １７ (医       1)　浩 平22.10. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3763260,383.5 しみず整形外科 〒252-0202 042-776-2880清水　正勝 清水　正勝 平14.10.18整外 リハ 診療所
     相医383 相模原市中央区淵野辺本町２－１常　勤:    1 移動 現存
     ６－２ (医       1) 平26.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3764260,389.2 神野眼科医院 〒252-0233 042-776-8771神野　順子 神野　順子 平10. 8. 1眼   診療所
     相医389 相模原市中央区鹿沼台１－１５－常　勤:    1 移動 現存
     ２ＧＦビル２Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3765260,405.6 中村病院 〒252-0243 042-761-3721医療法人社団明和会　中村　達哉 平 3.12. 1療養        44病院
     相医405 相模原市中央区上溝６－１８－３常　勤:    2理事長　中村　達哉 内   精   神  療養病床
     ９ (医       2) 平21.12. 1小   心内 現存
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3766260,406.4 種田眼科医院 〒252-0232 042-758-1488種田　芳郎 種田　芳郎 平14. 5.30眼   診療所
     相医406 相模原市中央区矢部３－１－１１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3767260,418.9 医療法人社団　優愛会〒252-0242 042-751-8524医療法人社団　優愛会吉田　直隆 平 9. 4. 5小   診療所
     相医418 　よしだ小児科 相模原市中央区横山３－１６－３常　勤:    1　理事長　吉田　直隆 移動 現存
     (医       1) 平24. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3768260,426.2 医療法人宮田会　宮田〒252-0244 042-762-2321医療法人宮田会宮田医宮田　重人 平 5. 3. 1内   小   診療所
     相医426 医院 相模原市中央区田名５４５０－３常　勤:    1院　理事長　宮田　重 組織変更 現存
     (医       1)人 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3769260,436.1 かながわ循環器内科 〒252-0231 042-752-3013医療法人社団桐生記念桐生　迪介 平 5.10. 1内   整外 形外診療所
     相医436 相模原市中央区相模原３－６－６常　勤:    3会　理事長　桐生　迪 組織変更 リハ 現存
     (医       3)介 平23.10. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3770260,438.7 永井こども医院 〒252-0232 042-752-1115医療法人社団　永井こ永井　完侍 平 5.11. 1小   診療所
     相医438 相模原市中央区矢部２－３０－３常　勤:    2ども医院　理事長　永 組織変更 現存
     (医       2)井　完侍 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3771260,447.8 医療法人社団　諒和会〒252-0227 042-754-6349医療法人社団諒和会　松崎　誠 平 6. 8. 1内   小   消  診療所
     相医447 　松崎医院 相模原市中央区光ケ丘３－７－６常　勤:    2松崎医院　理事長　松 組織変更 現存
     (医       2)﨑　淳 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3772260,448.6 宮本医院 〒252-0238 042-752-0212宮本　祐一 宮本　祐一 平 6. 9. 1内   小   呼  診療所
     相医448 相模原市中央区星が丘２－７－２常　勤:    1 新規 循   現存
     ０ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3773260,454.4 遠藤クリニック 〒252-0222 042-753-0807医療法人社団　恭仁会遠藤　恭子 平 7. 3. 1内   循   精  診療所
     相医454 相模原市中央区由野台１－２３－常　勤:    2　理事長　遠藤　恭子 組織変更 現存
     ７ (医       2) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3774260,458.5 尾形内科・循環器科 〒252-0233 042-756-6685尾形　長雄 尾形　長雄 平15.12.24内   循   小  診療所
     相医458 相模原市中央区鹿沼台２－１１－常　勤:    1 移動 現存
     ５ (医       1) 平21.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3775260,459.3 マリ皮フ科 〒252-0233 042-756-8860尾形　万里子 尾形　万里子 平15.12.24皮   診療所
     相医459 相模原市中央区鹿沼台２－１１－常　勤:    1 移動 現存
     ５ (医       1) 平21.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3776260,472.6 医療法人　未来　田名〒252-0244 042-761-7000医療法人　未来　理事木内　哲也 平 7.10. 1整外 リハ 外  診療所
     相医472 整形外科クリニック 相模原市中央区田名１９５３ 常　勤:    1長　木内　哲也 組織変更 内   現存
     (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3777260,473.4 青山内科医院 〒252-0232 042-753-8719青山　宏太 青山　宏太 平13. 7.23内   消   診療所
     相医473 相模原市中央区矢部３－１６－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平25. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3778260,487.4 医療法人社団　相信会〒252-0243 042-761-2080医療法人社団相信会　関　知之 平 8. 6. 1一般        19診療所
     相医487 　関医院 相模原市中央区上溝６－２０－１常　勤:    1関医院　理事長　関　 組織変更 内   小   リハ現存
     ５ (医       1)知之 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3779260,488.2 医療法人社団　栄真会〒252-0233 042-757-8900医療法人社団　栄真会久保寺　大也 平 8. 7. 1整外 リハ 診療所
     相医488 　久保寺整形外科 相模原市中央区鹿沼台１－１５－常　勤:    1　理事長　久保寺　大 組織変更 現存
     ９ (医       1)也 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3780260,491.6 相模原中央病院 〒252-0236 042-754-2211医療法人社団　徳寿会中野　太郎 平 8. 7. 1一般       162病院
     相医491 相模原市中央区富士見６－４－２常　勤:   19　理事長　中野　重徳 組織変更 内   外   脳外現存
     ０ (医      18) 平23. 7. 1整外 胃   形外
     (薬       1) 皮   こう ひ  
     非常勤:   34 リハ 麻   美外
     (医      33) 放   呼内 他  
     (薬       1) 消内　糖内　脂
     代内　内視内　
     消外　肛外　内
     視外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3781260,498.1 さがみ永愛クリニック〒252-0231 042-756-7571医療法人社団　永愛会永山　直道 平17. 5. 1神   精   心内診療所
     相医498 相模原市相中央区模原１－３－９常　勤:    1　理事長　永山　直道 移動 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3782260,500.4 医療法人社団　恭英会〒252-0239 042-758-8171医療法人社団　恭英会荻原　英夫 平 8.11. 1胃   内   皮  診療所
     相医500 　相模原記念クリニッ相模原市中央区中央４－１２－３常　勤:    3　理事長　荻原　洋子 組織変更 外   こう 麻  現存
     ク (医       3) 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3783260,501.2 医療法人社団　田所産〒252-0231 042-752-3541医療法人社団　田所産田所　義晃 平 8.11. 1一般        10診療所
     相医501 婦人科 相模原市中央区相模原３－５－２常　勤:    1婦人科　理事長　田所 組織変更 産婦 現存
     ３ (医       1)　義晃 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3784260,502.0 クリニック　アイ　平〒252-0231 042-752-5505平本　大礎 平本　大礎 平 9. 3. 1眼   診療所
     相医502 本 相模原市中央区相模原４－９－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3785260,514.5 海の診療所　羽田内科〒252-0244 042-761-2552医療法人　海　理事長羽田　和正 平 9.11. 1内   消   呼  診療所
     相医514 クリニック 相模原市中央区田名４４３４－４常　勤:    1　羽田　和正 組織変更 循   神内 皮  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3786260,515.2 とね皮膚科クリニック〒252-0239 042-751-4800医療法人　清流会　理刀祢　毅 平18.12. 4皮   診療所
     相医515 相模原市中央区中央６－５－１６常　勤:    2事長　刀祢　毅 移動 現存
     (医       2) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3787260,541.8 斉藤医院 〒252-0203 042-786-1770斉藤　研二 斉藤　研二 平11. 5.15内   小   リウ診療所
     相医541 相模原市中央区東淵野辺１－１３常　勤:    1 新規 現存
     －１１ (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3788260,544.2 にいの整形外科 〒252-0231 042-751-5611医療法人社団　リフレ新野　正憲 平14. 3. 7整外 リハ 麻  診療所
     相医544 相模原市中央区相模原３－１２－常　勤:    2ッシュにいの　理事長 移動 リウ 内   現存
     ９パーシモンビル２Ｆ．３Ｆ (医       2)　新野　正憲 平26. 3. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3789260,552.5 まつざわクリニック 〒252-0243 042-762-3166松澤　敏明 松澤　敏明 平11.10. 1内   麻   皮  診療所
     相医552 相模原市中央区上溝２１７９－４常　勤:    1 新規 リハ 現存
     シルベール１０３ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3790260,556.6 タナベ皮フ科医院 〒252-0206 042-752-3538医療法人社団　三英会田辺　俊英 平24. 5. 1皮   診療所
     相医556 相模原市中央区淵野辺３－１８－常　勤:    2　理事長　田辺　俊英 移動 現存
     ５ (医       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3791260,558.2 加藤マタニティクリニ〒252-0242 042-753-1522医療法人社団　加藤マ加藤　芳克 平12. 1. 1産   婦   診療所
     相医558 ック 相模原市中央区横山２－７－４ 常　勤:    1タニティクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　加藤　芳克 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3792260,573.1 中村医院 〒252-0253 042-772-1266医療法人　中村医院　中村　哲雄 平12. 7. 1内   外   皮  診療所
     相医573 相模原市中央区南橋本１－５－１常　勤:    1理事長　中村　哲雄 組織変更 眼   現存
     ９ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3793260,584.8 小野内科医院 〒252-0244 042-760-1180小野　忠 小野　忠 平13. 2. 1内   呼   循  診療所
     相医584 相模原市中央区田名３１９８－３常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3794260,585.5 上水内科クリニック 〒252-0233 042-759-0555上水　良 上水　良 平13. 4. 1内   診療所
     相医585 相模原市中央区鹿沼台２－２１－常　勤:    1 新規 現存
     １２パークサイドビル２０１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3795260,591.3 竹吉内科クリニック 〒252-0242 042-730-8338竹吉　由加志 竹吉　由加志 平22. 7.19内   他   診療所
     相医591 相模原市中央区横山３－２７－３常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3796260,598.8 ましも泌尿器クリニッ〒252-0233 042-758-3738 下　節夫 下　節夫 平13.11. 1ひ   診療所
     相医598 ク 相模原市中央区鹿沼台２－２１－常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3797260,599.6 あおぞらクリニック 〒252-0233 042-704-0933鏑木　宏 鏑木　宏 平13.12. 1精   神   心内診療所
     相医599 相模原市中央区鹿沼台２－１０－常　勤:    1 新規 小   現存
     １６第３ＳＫビル３Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3798260,601.0 医療法人社団　ぶばり〒252-0231 042-776-8222医療法人社団ぶばりあ和泉　滋 平13.12. 1産婦 ひ   診療所
     相医601 あ　いずみレディース相模原市中央区相模原５－７－２常　勤:    1　理事長　和泉　滋 組織変更 現存
     クリニック ０エバーグリーンホームズ２Ｆー(医       1) 平25.12. 1
     Ｃ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3799260,603.6 半沢クリニック 〒252-0206 042-786-5115半沢　雅人 半沢　雅人 平14. 1.15内   小   放  診療所
     相医603 相模原市中央区渕野辺１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １３ライオンズマンション１０２(医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3800260,608.5 大塚内科医院 〒252-0215 042-752-1435医療法人　大塚内科　大塚　龍彦 平14. 4. 1内   小   消  診療所
     相医608 相模原市中央区氷川町１３－１ 常　勤:    1理事長　大塚　龍彦 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
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 3801260,609.3 佐藤内科クリニック 〒252-0206 042-730-1477佐藤　公明 佐藤　公明 平14. 5. 1内   消   アレ診療所
     相医609 相模原市中央区渕野辺１－１－１常　勤:    1 新規 放   リウ 皮  現存
     ２ (医       1) 平26. 5. 1小   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3802260,612.7 吉川整形外科 〒252-0237 042-750-5043吉川　恭弘 吉川　恭弘 平14. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     相医612 相模原市中央区千代田６－３－２常　勤:    1 新規 内   現存
     ２おもとビル (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3803260,622.6 相模原ステーションク〒252-0231 042-758-8881德永　信弘 德永　信弘 平15. 4.15内   消   アレ診療所
     相医622 リニック 相模原市中央区相模原１－１－１常　勤:    1 新規 皮   こう 外  現存
     ９相模原ｉｔ’ｓ２０３ (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3804260,628.3 おぐちこどもクリニッ〒252-0233 042-786-4150医療法人　こどもの城小口　弘毅 平15. 6. 1小   診療所
     相医628 ク 相模原市中央区鹿沼台１－７－７常　勤:    1　理事長　小口　弘毅 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3805260,629.1 相模原クリニック 〒252-0231 042-758-6521医療法人　永光会　理永岡　隆 平15. 6. 1内   診療所
     相医629 相模原市中央区相模原７－５－５常　勤:    3事長　永岡　隆 組織変更 現存
     (医       3) 平21. 6. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3806260,630.9 しながわ小児クリニッ〒252-0239 042-768-8830医療法人楓育会　理事品川　洋一 平15. 6. 1小   アレ 診療所
     相医630 ク 相模原市中央区中央４－３－２４常　勤:    1長　品川　洋一 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3807260,631.7 医療法人社団翼　たて〒252-0243 042-760-3770医療法人社団翼　理事舘野　哲也 平15. 6. 1内   外   リハ診療所
     相医631 のクリニック 相模原市中央区上溝４－１４－６常　勤:    1長　舘野　哲也 組織変更 皮   現存
     ボナール上溝１Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3808260,634.1 医療法人未来　上溝整〒252-0243 042-786-7700医療法人未来　理事長千葉　昌宏 平15. 7. 1整外 リハ 診療所
     相医634 形外科リハビリクリニ相模原市中央区上溝３１７５－１常　勤:    1　木内　哲也 新規 現存
     ック (医       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3809260,637.4 上溝内科クリニック 〒252-0243 042-759-7070関　鉄也 関　鉄也 平15. 7.15内   消   循  診療所
     相医637 相模原市中央区上溝３１７５－１常　勤:    1 新規 呼   小   皮  現存
     (医       1) 平21. 7.15アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3810260,638.2 青山学院診療所相模原〒252-0206 042-759-6011学校法人青山学院　理小薗　康範 平15. 8. 1内   診療所
     相医638 分室 相模原市中央区淵野辺５－１０－常　勤:    1事長　安藤　孝四郎 新規 現存
     １ (医       1) 平21. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3811260,639.0 せきね小児科クリニッ〒252-0243 042-704-7002関根　徹 関根　徹 平15. 8. 1小   診療所
     相医639 ク 相模原市中央区上溝３１７５－１常　勤:    1 新規 現存
     かみみぞクリニックビル２Ｆ (医       1) 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3812260,641.6 うめざわクリニック 〒252-0245 042-777-6622医療法人うめざわクリ梅澤　慎一 平15.10.20内   小   診療所
     相医641 相模原市中央区田名塩田２－１６常　勤:    1ニック　理事長　梅澤 組織変更 現存
     －３３ (医       1)　慎一 平21.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3813260,644.0 星が丘クリニック 〒252-0238 042-757-9550若松　茂樹 若松　茂樹 平15.11. 1胃   内   外  診療所
     相医644 相模原市中央区星が丘４－２－６常　勤:    1 新規 こう 皮   現存
     ０オオヤビル１Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3814260,645.7 ソフィアレディスクリ〒252-0233 042-776-3636医療法人ソフィア　理佐藤　芳昭 平15.11. 1産婦 診療所
     相医645 ニック 相模原市中央区鹿沼台２－２１－常　勤:    3事長　佐藤　芳昭 組織変更 現存
     １２ (医       3) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3815260,646.5 林内科クリニック 〒252-0253 042-779-2010林　光洋 林　光洋 平15.11.15内   循   消  診療所
     相医646 相模原市中央区南橋本１－１２－常　勤:    1 新規 小   現存
     １４南橋本善明メディカルビル２(医       1) 平21.11.15
     ０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3816260,649.9 かなもり内科 〒252-0231 042-757-1024金森　晃 金森　晃 平15.12. 1内   診療所
     相医649 相模原市中央区相模原８－１－１常　勤:    1 新規 現存
     プレステージさがみ夢大通り１０(医       1) 平21.12. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3817260,654.9 原田クリニック 〒252-0206 042-730-3677原田　克也 原田　克也 平16. 3. 1耳い 気食 アレ診療所
     相医654 相模原市中央区淵野辺３－１１－常　勤:    2 新規 内   現存
     １７エーワンビル１０１ (医       2) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3818260,657.2 けい産婦人科クリニッ〒252-0244 042-764-3541西迫　啓 西迫　啓 平16. 5. 1一般        11診療所
     相医657 ク 相模原市中央区田名１７４４－１常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3819260,664.8 医療法人社団高井内科〒252-0231 042-751-2205医療法人社団高井内科高井　英一 平16.12. 1内   循   消  診療所
     相医664 クリニック 相模原市中央区相模原５－７－２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ０エバーグリーンホームズ２階Ｂ(医       1)高井　英一 平22.12. 1
     号室
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 3820260,669.7 つねなりクリニック 〒252-0202 042-753-7603恒成　祐司 恒成　祐司 平17. 1.15内   胃   アレ診療所
     相医669 相模原市中央区淵野辺本町２－５常　勤:    1 新規 現存
     －１５ (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3821260,671.3 かんの耳鼻咽喉科クリ〒252-0233 042-753-1873医療法人社団かんのク菅野　秀貴 平17. 1. 1耳い 診療所
     相医671 ニック 相模原市中央区鹿沼台２－２１－常　勤:    1リニック　理事長　菅 組織変更 現存
     １２パークサイドビル１Ｆ (医       1)野　秀貴 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3822260,674.7 新田医院 〒252-0206 042-750-8741新田　光邦 新田　光邦 平17. 4. 1耳い アレ 診療所
     相医674 相模原市中央区淵野辺４－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １６ギンガスクエア２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3823260,677.0 山田クリニック 〒252-0231 042-786-1661医療法人社団　悠成会山田　康代 平17. 6. 1皮   ひ   アレ診療所
     相医677 相模原市中央区相模原３－１２－常　勤:    1　理事長　山田　康代 組織変更 現存
     ９パーシモンビル１Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3824260,686.1 おち耳鼻咽喉科 〒252-0231 042-730-7181越智　健太郎 越智　健太郎 平18. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     相医686 相模原市中央区相模原１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ９相模原ｉｔ′ｓ　２０１ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3825260,687.9 角中クリニック 〒252-0225 042-730-6500中野　史郎 中野　史郎 平18. 3.15内   小   アレ診療所
     相医687 相模原市中央区緑が丘１－２１－常　勤:    1 新規 皮   他   現存
     １４ (医       1) 平24. 3.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3826260,711.7 医療法人社団　久明会〒252-0239 042-751-0053医療法人社団　久明会髙橋　久男 平18. 5. 1内   小   皮  診療所
     相医711 　相模中央クリニック相模原市中央区中央６－９－２３常　勤:    1　理事長　髙橋　久男 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3827260,744.8 永松眼科クリニック 〒252-0253 042-700-3362永松　直子 永松　直子 平19. 4. 1眼   診療所
     相医744 相模原市中央区南橋本１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3828260,746.3 あさば内科・消化器ク〒252-0253 042-700-3320浅葉　宣之 浅葉　宣之 平19. 4. 1内   消   診療所
     相医746 リニック 相模原市中央区南橋本１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3829260,747.1 葉梨レディースクリニ〒252-0253 042-700-3305葉梨　満礼 葉梨　満礼 平19. 4. 1産婦 診療所
     相医747 ック 相模原市中央区南橋本１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平25. 4. 1
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 3830260,748.9 サザン小児科クリニッ〒252-0253 042-700-3334若尾　純子 若尾　純子 平19. 4. 1小   皮   診療所
     相医748 ク 相模原市中央区南橋本１－１７－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3831260,749.7 もとみや内科クリニッ〒252-0233 042-786-1038本宮　哲也 本宮　哲也 平19. 4.15内   診療所
     相医749 ク 相模原市中央区鹿沼台１－１４－常　勤:    1 新規 現存
     １１　プレステージ淵野辺１階１(医       1) 平25. 4.15
     ０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3832260,754.7 さがみはら　佐とうク〒252-0231 042-704-0203佐藤　和彦 佐藤　和彦 平19. 6. 1ひ   皮   内  診療所
     相医754 リニック 相模原市中央区相模原３－６－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3833260,755.4 横山台メディカルクリ〒252-0241 042-858-7733菊地　鉄雄 菊地　鉄雄 平19. 6. 1内   呼   循  診療所
     相医755 ニック 相模原市中央区横山台２－５－１常　勤:    1 新規 消   皮   現存
     　３階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3834260,757.0 エバーグリーン耳鼻咽〒252-0231 042-769-8741医療法人　エバーグリ藤原　朋樹 平19. 6. 1耳い 診療所
     相医757 喉科 相模原市中央区相模原５－７－２常　勤:    1ーン耳鼻咽喉科　理事 組織変更 現存
     ０エバーグリーンホームズ２階　(医       1)長　藤原　朋樹 平25. 6. 1
     Ａ号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3835260,760.4 １６号整形外科 〒252-0221 042-776-2211山田　朱織 山田　朱織 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     相医760 相模原市中央区高根１－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3836260,761.2 大河原レディースクリ〒252-0232 042-704-2527大河原　聡 大河原　聡 平19. 7.15婦   診療所
     相医761 ニック 相模原市中央区矢部３－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3837260,762.0 さかた整形外科 〒252-0253 042-772-7373医療法人　健和会　理坂田　和之 平19. 8. 1整外 リハ 診療所
     相医762 相模原市中央区南橋本１－１２－常　勤:    1事長　坂田　和之 組織変更 現存
     １４南橋本善明メディカルビル３(医       1) 平25. 8. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3838260,767.9 古淵みやけ眼科 〒252-0203 042-754-3154医療法人社団　順晋会三宅　浩二 平19.11. 1眼   診療所
     相医767 相模原市中央区東淵野辺４－１４常　勤:    1　理事長　三宅　浩二 組織変更 現存
     －９ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3839260,779.4 光和さくらクリニック〒252-0206 042-730-5253医療法人　光和会　理渡邊　茂 平20. 5. 1内   呼   神内診療所
     相医779 相模原市中央区淵野辺３－９－１常　勤:    2事長　渡邊　茂 組織変更 皮   婦   アレ現存
     ７　ライオンズプラザ淵野辺２０(医       2) 平26. 5. 1
     ３号室 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3840260,784.4 さがみはら眼科クリニ〒252-0231 042-704-5522蒔田　浩司 蒔田　浩司 平20. 7. 1眼   診療所
     相医784 ック 相模原市中央区相模原３－６－６常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビレッジ相模原６Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3841260,787.7 島田整形クリニック 〒252-0231 042-860-7980島田　信弘 島田　信弘 平20. 9. 1整外 リハ 診療所
     相医787 相模原市中央区相模原１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ７クリスタルサガミハラ４Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3842260,788.5 第二相模原クリニック〒252-0231 042-730-7301医療法人　永光会　理巽　洋 平20. 9. 1内   診療所
     相医788 相模原市中央区相模原１－１－１常　勤:    1事長　永岡　隆 新規 現存
     ９相模原ｉｔ’ｓ１階 (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3843260,810.7 相模原市精神保健福祉〒252-0236 042-769-9818相模原市長 宍倉　久里江 平22. 6. 1精   診療所
     相医810 センター診療所 相模原市中央区富士見６－６－２常　勤:    3 新規 現存
     ３けやき会館１Ｆ (医       3) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3844260,813.1 まきの整形外科 〒252-0242 042-851-7070医療法人社団　Ｂ＆Ｊ牧野　耕文 平22. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     相医813 相模原市中央区横山４－２３－２常　勤:    1　理事長　牧野　耕文 交代 現存
     １ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3845260,818.0 相模原駅前クリニック〒252-0231 042-707-1777木村　学 木村　学 平22.11. 1内   精   心内診療所
     相医818 相模原市中央区相模原４－１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０　アルファビル３Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3846260,823.0 藤野こどもクリニック〒252-0231 042-758-5355医療法人　Ｐｏｌａｒ藤野　宣之 平23. 1. 1小   アレ 他  診療所
     相医823 相模原市中央区相模原３－６－６常　勤:    1ｉｓ　理事長　藤野　 交代 現存
     　 (医       1)宣之 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3847260,828.9 相模原東クリニック 〒252-0231 042-711-7231医療法人　リファイン小澤　剛久 平23. 7. 1内   外   皮  診療所
     相医828 相模原市中央区相模原２－１－５常　勤:    1ネット　理事長　伊藤 新規 現存
     　サトウビル２Ｆ (医       1)　龍彦 平23. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3848260,835.4 山川内科クリニック 〒252-0236 042-750-8099医療法人社団　山川内山川　宙 平23.12. 1内   アレ 他  診療所
     相医835 相模原市中央区富士見５－１４－常　勤:    1科クリニック　理事長 交代 現存
     １２　エスポアールⅠ　１ＦＡ (医       1)　山川　宙 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3849260,843.8 医療法人社団　恵翠会〒252-0225 042-752-1105医療法人社団　恵翠会林　玲子 平24. 7. 1産婦 診療所
     相医843 　林レディースクリニ相模原市中央区緑が丘２－２８－常　勤:    1　理事長　林　玲子 交代 現存
     ック ５ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3850260,845.3 藤野こどもクリニック〒252-0231 042-786-1155医療法人Ｐｏｌａｒｉ中畑　弥生 平24.10. 1小   診療所
     相医845 　予防接種・健診室 相模原市中央区相模原３－６－６常　勤:    1ｓ　理事長　藤野　宣 新規 現存
     クリニックビレッジ相模原４Ｆ (医       1)之 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3851260,846.1 萩メンタルクリニック〒252-0231 042-730-2388利谷　健治 利谷　健治 平24.10. 7心内 精   診療所
     相医846 相模原 相模原市中央区相模原３－５－４常　勤:    1 新規 現存
     トラストスクエア相模原５０１ (医       1) 平24.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3852260,848.7 青葉ふたまたクリニッ〒252-0224 042-707-4126医療法人ふたまた会　二俣　健 平24.12. 1内   外   診療所
     相医848 ク 相模原市中央区青葉３－２４－１常　勤:    1理事長　二俣　健 交代 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3853260,849.5 医療法人社団しまうま〒252-0226 042-730-3001医療法人社団しまうま小林　信一 平24.12. 1小   他   診療所
     相医849 会　陽光台小林こども相模原市中央区陽光台３－１８－常　勤:    1会　理事長　小林　信 交代 現存
     クリニック １２ (医       1)一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3854260,869.3 ふちのべ内科クリニッ〒252-0234 042-851-3517松本　いち子 松本　いち子 平25. 7. 1内   アレ 他  診療所
     相医869 ク 相模原市中央区共和１－３－４０常　勤:    1 新規 現存
     エステート共和１Ｆ－Ａ号室 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3855261,002.0 西門クリニック 〒252-0231 042-756-0335医療法人社団正恵会　近藤　正樹 平26. 1. 1産婦 皮   内  診療所
     相医1002 相模原市中央区相模原６－１８－常　勤:    4理事長　近藤　正樹 交代 リウ リハ 現存
     １３ (医       4) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3856261,004.6 きたむら淵野辺クリニ〒252-0233 042-768-7561北村　利華 北村　利華 平26. 3.31内   皮   アレ診療所
     相医1004 ック 相模原市中央区鹿沼台２－１０－常　勤:    1 新規 呼内　消内　糖現存
     １５第２ＳＫビル１Ｆ (医       1) 平26. 3.31内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3857261,009.5 さがみはらファミリー〒252-0243 042-719-8279水上　潤哉 水上　潤哉 平26. 5. 1内   皮   診療所
     相医1009 クリニック 相模原市中央区上溝３９５６－１常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3858261,012.9 南橋本駅前耳鼻咽喉科〒252-0253 042-772-0007秋山　清治郎 秋山　清治郎 平26. 4. 1耳い アレ 診療所
     相医1012 相模原市中央区南橋本１－１２－常　勤:    1 交代 現存
     １４－２０１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3859261,015.2 千代田耳鼻咽喉科クリ〒252-0237 042-703-8749医療法人錦　理事長　伊與田　貴之 平26. 5. 1耳い アレ 診療所
     相医1015 ニック 相模原市中央区千代田１－４－３常　勤:    1伊與田　貴之 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3860261,017.8 つちはし内科クリニッ〒252-0234 042-730-3003医療法人つちはし内科土橋　健 平26. 6. 1内   診療所
     相医1017 ク 相模原市中央区共和１－６－３０常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 消内　肝内 現存
     プライマリーハイツ１Ｆ (医       1)土橋　健 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3861261,021.0 大場内科クリニック 〒252-0231 042-758-6811大場　啓一郎 大場　啓一郎 平26. 7. 1内   診療所
     相医1021 相模原市中央区相模原１－２－６常　勤:    1 交代 消内　呼内　循現存
     カスミビル相模原１Ｆ (医       1) 平26. 7. 1内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3862260,042.7 東芝林間病院 〒252-0302 042-742-3577東芝健康保険組合　理田口　円 昭32.10.20一般       199病院
     (266,042.1) 相模原市南区上鶴間７－９－１ 常　勤:   43事長　村上　顕郎 内   神内 脳外現存
     相医42 (医      40) 平23.10.20循   外   整外
     (歯       3) 皮   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     精   ひ   歯外
     婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3863260,066.6 株式会社相模原ゴルフ〒252-0331 042-776-8811株式会社相模原ゴルフ桐原　直行 昭34.12. 1内   外   診療所
     相医66 クラブ医務室 相模原市南区大野台４－３０－１常　勤:    1クラブ　代表取締役　 現存
     (医       1)伊藤　孝 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3864260,068.2 医療法人寿康会　相模〒252-0334 042-743-0311医療法人寿康会　理事宮城　福正 昭35. 1. 1精神       173病院
     (266,068.6) 病院 相模原市南区若松１－１２－２５常　勤:    4長　坂田　輝房 精   神   歯  現存
     相医68 (医       4) 平23. 1. 1内   心内 
     非常勤:   10
     (医       7)
     (歯       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3865260,130.0 新津谷クリニック 〒252-0344 042-745-8373新津谷　哲 新津谷　哲 昭41. 3.15外   皮   整外診療所
     相医130 相模原市南区古淵３－２７－１６常　勤:    1 胃   こう ひ  現存
     (医       1) 平23. 3.15放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3866260,133.4 小倉医院 〒252-0311 042-742-9911小倉　昭和 小倉　昭和 昭41. 5. 1内   小   放  診療所
     相医133 相模原市南区東林間７－３２－８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3867260,137.5 豊田内科医院 〒252-0311 042-742-8616豊田　和雄 豊田　和雄 昭41.10. 1内   小   放  診療所
     相医137 相模原市南区東林間４－７－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3868260,148.2 相模原友愛温泉病院 〒252-0328 042-778-1181医療法人社団友愛病院塩崎　肇 昭42. 5. 1療養       149病院
     相医148 相模原市南区麻溝台６９７ 常　勤:    5会　理事長　木越　俊 介護       100現存
     (医       5)和 平24. 5. 1精神        96
     非常勤:    9 内   精   リハ
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3869260,177.1 医療法人社団蒼紫会　〒252-0311 042-742-6702医療法人社団蒼紫会　森下　薫 昭44. 6. 1一般       114病院
     相医177 森下記念病院 相模原市南区東林間４－２－１８常　勤:    8理事長　森下　薫 外   内   消  現存
     (医       8) 平23. 6. 1循   こう ひ  
     非常勤:   14 眼   
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3870260,185.4 中西耳鼻咽喉科医院 〒252-0303 042-743-0548中西　宣子 中西　宣子 昭44.10. 1耳い 診療所
     相医185 相模原市南区相模大野５－２０－常　勤:    1 現存
     １３ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3871260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 042-778-8111学校法人　北里研究所海野　信也 昭60.12. 1一般     1,033特定機能
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 常　勤:  586　理事長　藤井　清孝 内   リウ アレ病院
     相医212 (医     583) 平21.12. 1呼内 神内 精  現存
     (歯       3) 皮   外   呼外
     非常勤:  318 心外 脳外 整外
     (医     312) 形外 美外 ひ  
     (歯       6) 耳い 眼   小  
     産   婦   麻  
     臨床 病理 リハ
     歯   他   
     内泌・代内　腎
     内　血内　感染
     内　消内　循内
     　放診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3872260,227.4 医療法人社団博奉会　〒252-0335 042-778-0200医療法人社団博奉会　坂田　深一 昭48. 3. 1精神       140病院
     相医227 相模ケ丘病院 相模原市南区下溝４３７８ 常　勤:    7理事長　山田　修 その他      60現存
     (医       7) 平24. 3. 1精   心内 
     非常勤:    9
     (医       9)
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 3873260,236.5 西川整形外科医院 〒252-0311 042-743-0769西川　英樹 西川　英樹 昭49. 4. 1整外 診療所
     相医236 相模原市南区東林間３－１０－１常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3874260,248.0 秋元小児科クリニック〒252-0302 042-746-4680秋元　健一 秋元　健一 昭50. 9. 1小   診療所
     相医248 相模原市南区上鶴間２－１０－１常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3875260,251.4 黒沢産婦人科医院 〒252-0313 042-744-1412黒沢　恒平 黒沢　恒平 昭51. 2.15一般         9診療所
     相医251 相模原市南区松が枝町１－１０ 常　勤:    1 産   婦   小  現存
     (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3876260,281.1 きった耳鼻咽喉科医院〒252-0312 042-746-1208橘田　昭雄 橘田　昭雄 昭54.12. 1耳い 診療所
     相医281 相模原市南区相南１－２２－６北 現存
     野第一ビル２Ｆ 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3877260,285.2 緒方医院 〒252-0325 0462-54-0833緒方　孝平 緒方　孝平 昭55. 5. 1内   小   診療所
     相医285 相模原市南区新磯野４－５－１０ 現存
     平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3878260,296.9 大塚医院 〒252-0312 042-746-1328大塚　博生 大塚　博生 昭55.11. 1内   胃   外  診療所
     相医296 相模原市南区相南１－２２－６北常　勤:    1 皮   リハ 現存
     野第１ビル (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3879260,301.7 小林整形外科 〒252-0321 042-748-5238小林　信男 小林　信男 昭56. 5. 1一般         8診療所
     相医301 相模原市南区相模台３－１５－３常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3880260,307.4 慈誠会病院 〒252-0303 042-742-3636田島　敏久 田島　敏久 昭57. 4. 1一般        25病院
     相医307 相模原市南区相模大野６－１９－常　勤:    4 内   小   産  現存
     ２６ (医       4) 平24. 4. 1婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3881260,312.4 川村医院 〒252-0311 042-748-7818川村　芳弘 川村　芳弘 昭57. 9.15内   小   診療所
     相医312 相模原市南区東林間１－６－１４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3882260,318.1 中野医院 〒252-0328 042-744-1200中野　敬三 中野　敬三 昭58.12. 1内   胃   外  診療所
     相医318 相模原市南区麻溝台５－１７－１常　勤:    1 こう 麻   小  現存
     ０ (医       1) 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3883260,326.4 武宮医院 〒252-0317 042-743-0339武宮　宗康 武宮　宗康 平 6.12. 1内   小   胃  診療所
     相医326 相模原市南区御園３－１１－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3884260,332.2 北里大学東病院 〒252-0380 042-748-9111学校法人　北里研究所菊池　史郎 昭61. 4. 1一般       428病院
     (266,332.6) 相模原市南区麻溝台２－１－１ 常　勤:   72　理事長　藤井　清孝 精神       110現存
     相医332 (医      71) 平22. 4. 1内   精   神内
     (歯       1) 外   整外 皮  
     非常勤:  129 眼   耳い リハ
     (医     129) 放   歯   麻  
     歯外 心内 リウ
     矯歯 病理 
     循内　消内　消
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3885260,338.9 小原医院 〒252-0314 0427-45-9646小原　信夫 小原　信夫 昭62. 4. 1内   皮   ひ  診療所
     相医338 相模原市南区南台６－１７－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3886260,352.0 馬嶋医院 〒252-0335 042-778-1005馬嶋　恒雄 馬嶋　恒雄 昭63. 6.29一般         8診療所
     相医352 相模原市南区下溝７２２の１ 常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平24. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3887260,353.8 医療法人社団仁恵会　〒252-0305 042-742-0211医療法人社団仁恵会　黒河内　三郎 昭63. 7.19一般        51病院
     相医353 黒河内病院 相模原市南区豊町１７－３６ 常　勤:    8理事長　黒河内　三郎 内   外   整外現存
     (医       8) 平24. 7.19皮   脳外 放  
     非常勤:   25 リハ 他   
     (医      24)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3888260,354.6 神奈川北央医療生活協〒252-0303 042-743-3261神奈川北央医療生活協永木　憲雄 昭63. 8. 1一般        20病院
     相医354 同組合　さがみ生協病相模原市南区相模大野６－２－１常　勤:    5同組合　理事長　中屋 内   眼   現存
     院 １ (医       5)　重勝 平24. 8. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3889260,358.7 奥平医院 〒252-0311 042-748-7121奥平　邦雄 奥平　邦雄 昭63.11. 1内   小   リハ診療所
     相医358 相模原市南区東林間３－８－１１ 現存
     平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3890260,363.7 相模原療育園 〒252-0334 042-749-6316社会福祉法人慈恵療育細田　のぞみ 平元. 5. 1一般        60病院
     相医363 相模原市南区若松１－２１－９ 常　勤:    1会　理事長　安原　朋 内   小   精  現存
     (医       1)芳 平22. 5. 1他   
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3891260,365.2 中沢内科医院 〒252-0321 042-742-0479医療法人社団中沢内科中沢　敬和 平元. 7.16内   小   診療所
     相医365 相模原市南区相模台４－１４－１常　勤:    1医院　中沢　敬和 現存
     ８ (医       1) 平22. 7.16
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3892260,366.0 博愛医院 〒252-0314 042-743-7247医療法人社団　博愛医陳　文輝 平20. 1.24内   循   消  診療所
     相医366 相模原市南区南台３－１２－１５常　勤:    2院　理事長　陳　文輝 移動 呼   リハ 現存
     (医       2) 平26. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3893260,371.0 ミオ医院 〒252-0321 042-742-8497医療法人社団ミオ医院三尾　明彦 平 6. 5. 1内   小   消  診療所
     相医371 相模原市南区相模台２－１６－２常　勤:    1　理事長　三尾　明彦 移動 放   現存
     １ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3894260,376.9 相模原南メディカルセ〒252-0303 042-749-2101一般社団法人　相模原大山　宜秀 平元.11. 1内   小   外  診療所
     相医376 ンター急病診療所 相模原市南区相模大野４－４－１常　勤:    1市医師会　会長　黒沢 眼   耳   婦  現存
     (医       1)　恒平 平22.11. 1精   
     非常勤:  185
     (医     185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3895260,377.7 医療法人社団　加藤皮〒252-0303 042-742-6305医療法人社団　加藤皮柴山　律子 平元.11. 1皮   診療所
     相医377 フ科 相模原市南区相模大野６－１９－常　勤:    2フ科　理事長　柴山　 現存
     ２１ (医       2)律子 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3896260,378.5 医療法人社団　角張医〒252-0311 042-744-1541医療法人社団角張医院大和田　綾子 平元.11. 1内   小   他  診療所
     相医378 院 相模原市南区東林間３－１６－１常　勤:    2　理事長　角張　雄二 現存
     ４ (医       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3897260,384.3 廣神医院 〒252-0302 042-741-4112廣神　和彦 廣神　和彦 平 2. 7.15形外 皮   診療所
     相医384 相模原市南区上鶴間７－５－８キ 現存
     クヤビル２Ｆ 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3898260,388.4 野見山医院 〒252-0303 042-742-2717野見山　浩 野見山　浩 平25. 3. 9内   小   放  診療所
     相医388 相模原市南区相模大野３－３－２常　勤:    1 移動 現存
     －１１０ＢＯＮＯ相模大野内１Ｆ(医       1) 平25. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3899260,392.6 ぷらーざクリニック 〒252-0303 042-741-0031松浦　輝奇 松浦　輝奇 平26. 8.20内   小   診療所
     相医392 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    1 移動 漢内 現存
     １２東屋ビル１Ｆ (医       1) 平26. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3900260,397.5 一般財団法人ヘルス・〒252-0303 042-740-6200一般財団法人ヘルス・小花　竜太郎 平25. 4. 1内   眼   婦  診療所
     相医397 サイエンス・センター相模原市南区相模大野３－３－２常　勤:    1サイエンス・センター 移動 神内 他   現存
     　相模大野クリニック－４０１ (医       1)　代表理事　清水　釤 平25. 4. 1
     非常勤:   33太郎
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3901260,399.1 医療法人社団光生会　〒252-0312 042-746-2211医療法人社団光生会さ吉田　煦 平 3. 7. 8一般        19診療所
     相医399 さがみ循環器クリニッ相模原市南区相南４－２１－１５常　勤:    5がみ循環器クリニック 内   放   ひ  現存
     ク (医       5)　理事長　吉田　煦 平24. 7. 8リウ 神内 眼  
     非常勤:    1 整外 リハ 他  
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3902260,407.2 医療法人社団　さがみ〒252-0314 042-748-8555医療法人社団　さがみ小林　茂明 平 9.12.15整外 リハ 診療所
     相医407 整形外科 相模原市南区南台５－１２－２８常　勤:    1整形外科　理事長　小 移動 現存
     (医       1)林　茂明 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3903260,410.6 アイ眼科クリニック 〒252-0303 042-742-6767井川　由季 井川　由季 平 4. 2.15眼   診療所
     相医410 相模原市南区相模大野９－１－５非常勤:    1 現存
     (歯       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3904260,415.5 相模皮膚科 〒252-0313 042-766-0065栄枝　隆成 栄枝　隆成 平14. 7. 8皮   診療所
     相医415 相模原市南区松が枝町１８－１７常　勤:    1 移動 現存
     Ｓテラス２Ｆ (医       1) 平26. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3905260,419.7 相模原南病院 〒252-0331 042-759-3911医療法人　直源会　理鈴木　知亜樹 平 4. 8. 1療養       175病院
     相医419 相模原市南区大野台７－１０－７常　勤:   11事長　石川　誠剛 介護       211現存
     (医      11) 平22. 8. 1精神        85
     非常勤:    6 内   精   皮  
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3906260,435.3 油井クリニック 〒252-0305 042-745-1889医療法人社団　油井ク神原　亜紀子 平 5.10. 1内   呼   小  診療所
     相医435 相模原市南区豊町１６－５ 常　勤:    1リニック　理事長　油 組織変更 アレ 現存
     (医       1)井　史郞 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3907260,437.9 医療法人社団　至成会〒252-0313 042-744-8822医療法人社団　至成会岡田　由美子 平 5.10. 1眼   診療所
     相医437 　ひかり眼科 相模原市南区松が枝町２３－３喜常　勤:    1　理事長　岡田　由美 組織変更 現存
     久地さかえビル２０３ (医       1)子 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3908260,443.7 松谷こども＆内科クリ〒252-0303 042-747-4151松谷　秀智 松谷　秀智 平19. 6. 1小   内   診療所
     相医443 ニック 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    1 移動 現存
     ８ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3909260,455.1 やまとく整形外科 〒252-0314 042-740-6631山徳　義郎 山徳　義郎 平 7. 4. 1整外 リハ 診療所
     相医455 相模原市南区南台５－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3910260,461.9 こぶち整形外科クリニ〒252-0344 042-776-8850麻生　秀人 麻生　秀人 平 7. 5. 1整外 リハ 診療所
     相医461 ック 相模原市南区古淵２－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3911260,462.7 宮本耳鼻咽喉科医院 〒252-0344 042-759-0133医療法人社団　宮本耳宮本　紀子 平 9.11. 1耳い 診療所
     相医462 相模原市南区古淵２－１４－１２常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     (医       1)　宮本　紀子 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3912260,465.0 医療法人社団　弓田眼〒252-0303 042-766-7151医療法人社団　弓田眼弓田　彰 平14. 8.19眼   診療所
     相医465 科医院 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    1科医院　理事長　弓田 移動 現存
     ３８ (医       1)　彰 平26. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3913260,468.4 医療法人社団　央優会〒252-0311 042-748-7651医療法人社団　央優会種元　由美子 平 7. 7. 1一般        15診療所
     相医468 産婦人科内科 相模原市南区東林間４－９－１ 常　勤:    1　理事長　種元　由美 組織変更 産婦 内   現存
     (医       1)子 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3914260,471.8 もみやま耳鼻咽喉科 〒252-0303 042-766-7787籾山　安弘 籾山　安弘 平17. 5. 2耳い 診療所
     相医471 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平23. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3915260,475.9 やまもとクリニック 〒252-0311 042-749-1101医療法人　奏健　理事山本　晴章 平 7.11. 1内   循   診療所
     相医475 相模原市南区東林間５－１３－８常　勤:    1長　山本　晴章 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3916260,476.7 竹村クリニック 〒252-0304 042-766-7811医療法人　寿慶会　理竹村　克二 平 7.11. 1内   消   外  診療所
     相医476 相模原市南区旭町２３－１３ 常　勤:    1事長　竹村　克二 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3917260,478.3 医療法人社団　緑寿会〒252-0303 042-741-3943医療法人社団　緑寿会小林　逸郎 平 7.11. 1内   神内 循  診療所
     相医478 　小林内科クリニック相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    1　理事長　小林　逸郎 組織変更 現存
     ２８ (医       1) 平22.11. 1
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 3918260,482.5 医療法人社団　幸愛会〒252-0344 042-752-0125医療法人社団　幸愛会保坂　紘一 平 8. 3.15神   精   内  診療所
     相医482 　保坂クリニック 相模原市南区古淵１－１５－１０常　勤:    1　理事長　保坂　幸子 新規 現存
     ビクトリーⅢ　１Ｆ (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3919260,485.8 医療法人社団　秋和会〒252-0302 042-745-2587医療法人社団　秋和会住吉　秋次 平 8. 6. 1神   精   心内診療所
     相医485 　住吉クリニック 相模原市南区相模大野８－５－１常　勤:    1　理事長　住吉　秋次 組織変更 現存
     ルミエール大野南１階 (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3920260,486.6 田原メディカルクリニ〒252-0334 042-749-3131医療法人社団博英会　田原　博 平 8. 6. 1一般         3診療所
     相医486 ック 相模原市南区若松３－４８－１７常　勤:    1理事長　田原　博 組織変更 外   内   整外現存
     (医       1) 平23. 6. 1呼   循   ひ  
     非常勤:    4 消   神内 放  
     (医       4) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3921260,493.2 山崎こどもクリニック〒252-0303 042-748-3755山崎　徹夫 山崎　徹夫 平 8. 9. 1小   診療所
     相医493 相模原市南区相模大野６－２－１常　勤:    1 新規 現存
     グレイス相模大野１Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3922260,506.1 医療法人社団　緑英会〒252-0335 042-777-1117医療法人社団　緑英会志村　英俊 平 9. 4. 1内   胃   皮  診療所
     相医506 　志村クリニック 相模原市南区下溝６７３－１ 常　勤:    2　理事長　志村　英俊 組織変更 ひ   リハ 整外現存
     (医       2) 平24. 4. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3923260,510.3 医療法人　河路内科ク〒252-0344 042-754-8371医療法人　河路内科ク河路　晃一 平 9. 5. 1内   診療所
     相医510 リニック 相模原市南区古淵１－６－１０　常　勤:    1リニック　理事長　河 組織変更 現存
     プレミール古淵３Ｆ－Ａ (医       1)路　晃一 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3924260,516.0 こぶち小児科 〒252-0344 042-786-8118縄田　淳 縄田　淳 平 9.12. 1小   診療所
     相医516 相模原市南区古淵２－３－７「Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     ＆Ｔ第二ビル」 (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3925260,518.6 大山小児科 〒252-0318 042-747-3539医療法人　相慶会　理大山　宜秀 平 9.12. 1小   診療所
     相医518 相模原市南区上鶴間本町２－１０常　勤:    1事長　大山　宜秀 組織変更 現存
     －１１ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3926260,519.4 医療法人社団　三井会〒252-0313 042-767-7887医療法人社団　三井会寺木　良巳 平10. 1.15療養        19診療所
     相医519 　さがみ松が枝クリニ相模原市南区松が枝町２３－１４常　勤:    1　理事長　三井　久男 新規 内   婦   療養病床
     ック (医       1) 平22. 1.15 現存
     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   439 頁

 3927260,525.1 あさや皮膚科 〒252-0344 042-750-6533医療法人社団　あさや浅谷　雅文 平10. 6. 1皮   診療所
     相医525 相模原市南区古淵２－１８－３　常　勤:    1皮膚科　理事長　浅谷 組織変更 現存
     山政第１ビル３階 (医       1)　雅文 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3928260,526.9 おおたけ眼科　古淵医〒252-0344 042-769-7694医療法人社団　博陽会芳賀　剛 平10. 6. 1眼   診療所
     相医526 院 相模原市南区古淵２－１０－１ 常　勤:    2　理事長　大竹　博司 組織変更 現存
     (医       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3929260,527.7 東林間整形外科 〒252-0311 042-740-8330医療法人社団　萌寿会毛利　隆広 平10. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     相医527 相模原市南区東林間５－１－８プ常　勤:    1　理事長　毛利　隆広 組織変更 婦   内   現存
     リューデンスヒロイビル１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3930260,528.5 医療法人社団　英昭会〒252-0318 042-765-1101医療法人社団　英昭会宮田　直輝 平10. 6. 1整外 内   皮  診療所
     相医528 　長峰医院 相模原市南区上鶴間本町２－１０常　勤:    1　理事長　長峰　俊次 組織変更 リハ 現存
     －１５－１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3931260,531.9 医療法人社団　桧垣会〒252-0303 042-767-0700医療法人社団　桧垣会檜垣　昭彦 平10.10. 1こう 診療所
     相医531 　多摩肛門科クリニッ相模原市南区相模大野３－１１－常　勤:    2　理事長　檜垣　昭 新規 現存
     ク ５ＫＡＪＩＹＡ第２ビル６Ｆ (医       2) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3932260,540.0 医療法人社団　昌栄会〒252-0303 042-748-0211医療法人社団　昌栄会寺川　俊典 平11. 1. 1療養       132病院
     相医540 　相模大野病院 相模原市南区相模大野７－８－１常　勤:    4　理事長　中川　正行 組織変更 介護        45現存
     ６ (医       4) 平23. 1. 1内   整外 皮  
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3933260,543.4 医療法人　相愛会　相〒252-0336 042-778-2111医療法人　相愛会　理加賀田　豊 平11. 6. 1療養       122病院
     相医543 愛病院 相模原市南区当麻１６３２ 常　勤:    3事長　加賀田　豊 組織変更 介護        80療養病床
     (医       3) 平23. 6. 1内   現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3934260,545.9 南台医院 〒252-0314 042-765-4088医療法人社団　安井会山崎　織江 平11. 6. 1皮   形外 内  診療所
     相医545 相模原市南区南台５－１２－３０常　勤:    1　理事長　山崎　織江 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 3935260,547.5 医療法人社団　聡生会〒252-0344 042-776-7709医療法人社団　聡生会阪　聡 平11. 7. 1内   放   他  診療所
     相医547 　阪クリニック 相模原市南区古淵２－１７－３渋常　勤:    4　理事長　阪　聡 組織変更 現存
     谷ビル２・３・４Ｆ (医       4) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3936260,548.3 東林間眼科クリニック〒252-0311 042-767-3741日比野　美治 日比野　美治 平11. 8. 1眼   診療所
     相医548 相模原市南区東林間４－９－５野常　勤:    1 新規 現存
     崎ビル２Ｆ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3937260,549.1 大木皮ふ科クリニック〒228-0803 042-743-1112医療法人　緑生会　理大木　和 平11. 8. 1皮   形外 アレ診療所
     相医549 相模原市南区相模大野３－１１－常　勤:    1事長　大木　和 組織変更 現存
     ９藤ビル３Ｆ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3938260,555.8 くぬぎ台クリニック 〒252-0302 042-743-9051西岡　直子 西岡　直子 平11.12. 1内   循   診療所
     相医555 相模原市南区上鶴間７－２－１２常　勤:    1 新規 現存
     古木建設ビル１Ｆ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3939260,559.0 磯部クリニック 〒252-0327 046-293-0133川野　信之 川野　信之 平12. 1.15内   外   脳外診療所
     相医559 相模原市南区磯部９４１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3940260,569.9 医療法人　泉心会　宮〒252-0344 042-743-8121医療法人　泉心会　理岡野　光志 平12. 6. 1内   麻   リハ診療所
     相医569 崎クリニック 相模原市南区古淵３－１８－１３常　勤:    1事長　宮崎　雄一郎 組織変更 現存
     シャトー大沼２－１Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3941260,570.7 荘加医院 〒252-0325 046-254-5010医療法人　荘加医院　莊加　潤 平19. 6. 1内   小   胃  診療所
     相医570 相模原市南区新磯野３－３２－９常　勤:    1理事長　莊加　潤 移動 外   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3942260,571.5 相模大野整形・形成外〒252-0303 042-740-8881医療法人社団　優洸会大谷　謙太 平12. 6. 1整外 形外 リハ診療所
     相医571 科 相模原市南区相模大野３－１１－常　勤:    1　理事長　大谷　謙太 組織変更 現存
     ５ＫＡＪＩＹＡ第２ビル４Ｆ５Ｆ(医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3943260,572.3 泉家メディカルクリニ〒252-0311 042-701-4327泉家　久直 泉家　久直 平12. 7. 1消   内   外  診療所
     相医572 ック 相模原市南区東林間４－９－６ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3944260,580.6 加來クリニック 〒252-0335 042-778-5100医療法人　加來クリニ加來　朝王 平12.12.14内   外   消  診療所
     相医580 相模原市南区下溝７５６－６三和常　勤:    1ック　理事長　加來　 組織変更 小   現存
     麻溝店Ｂ館３Ｆ (医       1)朝王 平24.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3945260,581.4 相模大野ミロード眼科〒252-0303 042-767-1417澤田　惠子 澤田　惠子 平13. 1. 4眼   診療所
     相医581 相模原市南区相模大野３－８－１常　勤:    3 交代 現存
     相模大野ステーションスクエア　(医       3) 平25. 1. 4
     ９Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3946260,595.4 やぐち内科クリニック〒252-0318 042-765-7170医療法人　やぐち内科松村　日出志 平13. 6. 1内   循   呼  診療所
     相医595 相模原市南区上鶴間本町１－３８常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 神内 小   現存
     －３０小林ビル４Ｆ (医       1)松村　日出志 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3947260,596.2 清水医院 〒252-0303 042-742-2812清水　完悦 清水　完悦 平13. 7. 2内   循   小  診療所
     相医596 相模原市南区相模大野５－２９－常　勤:    2 交代 現存
     １６ (医       2) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3948260,600.2 林間こどもクリニック〒252-0311 042-741-2122医療法人　林間こども熊谷　茉莉香 平13.12. 1小   アレ 診療所
     相医600 相模原市南区東林間５－８－８ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)熊谷　茉莉香 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3949260,607.7 佃医院 〒252-0302 042-742-5464佃　和彦 佃　和彦 平14. 4. 1内   小   外  診療所
     相医607 相模原市上南区鶴間５－４－１２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3950260,611.9 飯田レディースクリニ〒252-0303 042-742-5062飯田　盛祐 飯田　盛祐 平14. 5.30産婦 内   診療所
     相医611 ック 相模原市南区相模大野５－２４－常　勤:    1 交代 現存
     １９ (医       1) 平26. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3951260,616.8 平井クリニック 〒252-0303 042-767-0850医療法人社団孝仁会平平井　三郎 平15. 1. 1内   外   心外診療所
     相医616 相模原市南区相模大野３－１１－常　勤:    1井クリニック　理事長 組織変更 他   現存
     ５ＫＡＪＩＹＡ第２ビル２Ｆ (医       1)　平井　三郎 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3952260,623.4 もくお皮フ科・泌尿器〒252-0311 042-767-2818杢尾　泰洋 杢尾　泰洋 平15. 4.15皮   ひ   診療所
     相医623 科クリニック 相模原市南区東林間５－６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4.15



 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   442 頁

 3953260,625.9 医療法人社団共進会　〒252-0303 042-702-2395医療法人社団共進会　黒田　俊 平15. 5. 1内   診療所
     相医625 さがみホームクリニッ相模原市南区相模大野３－１９－常　勤:    2理事長　阿部　信一 組織変更 現存
     ク １１日広第２ビル６Ｆ (医       2) 平21. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3954260,627.5 青木眼科 〒252-0303 042-701-6246医療法人社団深相会　青木　繁 平15. 6. 1眼   内   診療所
     相医627 相模原市南区相模大野３－１７－常　勤:    1理事長　青木　繁 組織変更 現存
     ２１川井ビル２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3955260,632.5 医療法人社団きらり　〒252-0301 042-742-5525医療法人社団きらり　細田　稔 平15. 6. 1内   神内 小  診療所
     相医632 細田クリニック 相模原市南区鵜野森１－２９－８常　勤:    2理事長　細田　稔 組織変更 現存
     　 (医       2) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3956260,635.8 さとう整形外科 〒252-0328 042-741-1733佐藤　洋 佐藤　洋 平15. 7. 1整外 リハ 診療所
     相医635 相模原市南区麻溝台４－１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ４麻溝台メディカルプラザ１・２(医       1) 平21. 7. 1
     Ｆ－Ａ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3957260,636.6 平石こどもクリニック〒252-0328 042-766-8610平石　聰 平石　聰 平15. 7. 1小   循   アレ診療所
     相医636 相模原市南区麻溝台４－１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ４麻溝台メディカルプラザ１・２(医       1) 平21. 7. 1
     Ｆ－Ｃ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3958260,655.6 あだち整形外科 〒252-0335 042-777-5565安達　公 安達　公 平16. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     相医655 相模原市南区下溝３１７－１１ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3959260,666.3 サイト・レディースク〒252-0304 042-742-2822サイト・レディースク齋藤　克 平16.12. 1一般         1診療所
     相医666 リニック 相模原市南区旭町２１－１ 常　勤:    2リニック　理事長　斎 組織変更 産婦 心内 精  現存
     (医       2)藤　眞 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3960260,667.1 医療法人社団一康会　〒252-0366 042-777-0087医療法人社団一康会　浜　一行 平17. 1. 1内   小   精  診療所
     相医667 原当麻クリニック 相模原市南区当麻１１１７－７ 常　勤:    1理事長　浜　一行 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3961260,676.2 谷口台医院 〒252-0303 042-742-9130澁谷　悟 澁谷　悟 平17. 5. 6小   内   アレ診療所
     相医676 相模原市南区相模大野５－４－１常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平23. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3962260,679.6 田中眼科医院 〒252-0313 042-765-8160田中　雄一郎 田中　雄一郎 平17. 7.15眼   診療所
     相医679 相模原市南区松が枝町１９－１０常　勤:    1 新規 現存
     －２Ｆ (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3963260,680.4 かとう在宅医療クリニ〒252-0344 042-754-6896加藤　茂樹 加藤　茂樹 平17. 8. 1内   神内 脳外診療所
     相医680 ック 相模原市南区古淵２－１６－９リ常　勤:    1 新規 現存
     バーストーン古淵３０４号 (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3964260,707.5 田辺整形外科 〒252-0312 042-742-3623田邊　賀則 田邊　賀則 平20. 4.11整外 外   リハ診療所
     相医707 相模原市南区相南４－１７－１１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3965260,710.9 医療法人社団　修英会〒252-0344 042-757-7155医療法人社団　修英会迎　修司 平18. 5. 1内   循   胃  診療所
     相医710 　ムカエ内科 相模原市南区古淵３－１２－３ 常　勤:    1　理事長　迎　修司 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3966260,713.3 田中耳鼻咽喉科医院 〒252-0313 042-746-3387田中　健二郎 田中　健二郎 平18. 6. 1耳い 診療所
     相医713 相模原市南区松が枝町１９－１０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3967260,715.8 井村クリニック 〒252-0312 042-741-8666医療法人　井村クリニ井村　和博 平18. 7. 1内   胃   小  診療所
     相医715 相模原市南区相南４－２４－３３常　勤:    1ック　理事長　井村　 組織変更 整外 リハ 現存
     リベラルビル１Ｆ (医       1)和博 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3968260,720.8 窪田医院 〒252-0307 042-744-0217医療法人　窪田医院　窪田　聰彦 平18.11. 1内   小   皮  診療所
     相医720 相模原市南区文京２－１９－１７常　勤:    1理事長　窪田　聰彦 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3969260,721.6 まつもと眼科 〒252-0331 042-856-1311松本　美保 松本　美保 平18.11.15眼   診療所
     相医721 相模原市南区大野台１－２２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3970260,724.0 松が枝こどもクリニッ〒252-0313 042-766-4168山徳　みゑ 山徳　みゑ 平19. 1. 1小   心内 精  診療所
     相医724 ク 相模原市南区松が枝町１６－１０常　勤:    1 新規 現存
     　鈴木共同店舗２０４ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3971260,745.5 山田泌尿器科クリニッ〒252-0344 042-756-3982山田　哲夫 山田　哲夫 平19. 4. 1ひ   診療所
     相医745 ク 相模原市南区古淵１－６－１０　常　勤:    1 新規 現存
     プレミール古淵４階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3972260,752.1 山内クリニック 〒252-0324 046-251-1646山内　浩 山内　浩 平19. 5.15内   アレ 皮  診療所
     相医752 相模原市南区相武台１－１７－７常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3973260,756.2 岡井レディースクリニ〒252-0344 042-754-7088医療法人　岡井レディ岡井　良至 平19. 6. 1一般         3診療所
     相医756 ック 相模原市南区古淵２－１６－１セ常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 婦   現存
     ントラル喜和２Ｆ (医       1)長　岡井　良至 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3974260,763.8 小松会病院 〒252-0325 042-744-6731小松　幹一郎 小松　幹一郎 平19. 8. 1療養       294病院
     相医763 相模原市南区新磯野２３３７ 常　勤:    9 交代 介護       108療養病床
     (医       9) 平25. 8. 1内   神内 現存
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3975260,771.1 風と森診療所 〒252-0303 042-746-4208田口　吉男 田口　吉男 平20. 1. 1心内 精   診療所
     相医771 相模原市南区相模大野３－１９－常　勤:    1 新規 現存
     １５サンハイツ相模大野２０３号(医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3976260,772.9 相州メンタルクリニッ〒252-0303 042-702-0660医療法人社団　青木末丸山　学 平22. 7. 1精   心内 診療所
     相医772 ク相模大野 相模原市南区相模大野３－１２－常　勤:    2次郎記念会　理事長　 移動 現存
     １２相模大野セントラルプラザ４(医       2)黒岩　隆 平22. 7. 1
     Ｆ５Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3977260,773.7 原メディカルクリニッ〒252-0303 042-701-5588原　英 原　英 平20. 4. 1外   内   診療所
     相医773 ク 相模原市南区相模大野４－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ７　ロビーファイブ１Ｆ　Ｐ棟１(医       1) 平26. 4. 1
     ０６ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3978260,775.2 かねしろ内科クリニッ〒252-0302 042-748-1041医療法人　優雅　理事鶴居　信昭 平20. 4. 1内   循   診療所
     相医775 ク 相模原市南区上鶴間７－７小田急常　勤:    1長　金城　瑞樹 組織変更 休止
     マルシェ東林間２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3979260,782.8 佐藤医院 〒252-0334 042-743-3152佐藤　聡一郎 佐藤　聡一郎 平20. 6. 1一般        19診療所
     相医782 相模原市南区若松４－１７－１８常　勤:    3 交代 婦   小   他  現存
     (医       3) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3980260,793.5 正木クリニック相模大〒252-0303 042-747-8800医療法人　エターナリ正木　久朗 平21. 4. 1内   他   診療所
     相医793 野 相模原市南区相模大野６－１５－常　勤:    1ー　理事長　正木　久 新規 現存
     １８ (医       1)朗 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3981260,797.6 なすの整形外科クリニ〒252-0303 042-705-3417那須野　秀二 那須野　秀二 平21. 5. 1整外 リハ 診療所
     相医797 ック 相模原市南区相模大野４－５－５常　勤:    1 新規 現存
     ロビーファイブＤ－１０１ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3982260,798.4 みそのハートクリニッ〒252-0317 042-746-0861医療法人　みそのハー平松　愼右 平21. 6. 1内   他   診療所
     相医798 ク 相模原市南区御園２－１０－１５常　勤:    1トクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　平松　愼右 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3983260,803.2 前原整形外科 〒252-0344 042-754-0081医療法人社団　前原整前原　秀夫 平21.12. 1整外 リハ 内  診療所
     相医803 相模原市南区古淵２－１６－１セ常　勤:    1形外科　理事長　前原 交代 現存
     ントラル喜和２Ｆ (医       1)　秀夫 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3984260,804.0 さいとう内科医院 〒252-0318 042-705-3629齋藤　俊司 齋藤　俊司 平22. 2. 1内   他   診療所
     相医804 相模原市南区上鶴間本町４－４８常　勤:    1 新規 現存
     －３相模大野メディカルヴィレッ(医       1) 平22. 2. 1
     ジＢ棟１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3985260,812.3 ゆたかクリニック 〒252-0303 042-701-2270医療法人社団静和会　村岡　英雄 平26. 4. 1精   心内 内  診療所
     相医812 相模原市南区相模大野３－１４－常　勤:    2理事長　村岡　英雄 移動 現存
     ２０相模大野ＴＨ＆Ｃビル３Ｆ (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3986260,819.8 あおき整形外科 〒252-0318 042-705-3337医療法人社団　ひまわ青木　信一 平22.11. 1整外 リハ リウ診療所
     相医819 相模原市南区上鶴間本町４－４８常　勤:    1り会　理事長　青木　 交代 現存
     －２４　相模大野メディカルヴィ(医       1)信一 平22.11. 1
     レッジＡ棟 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3987260,820.6 丘整形外科病院 〒252-0325 042-748-1201医療法人社団　松寿会丘　松壽 平22.12. 1一般        33病院
     相医820 相模原市南区新磯野２－７－１０常　勤:    3　理事長　丘　松壽 交代 療養        39現存
     (医       3) 平22.12. 1整外 リハ 麻  
     非常勤:   24 内   脳外 形外
     (医      24) 美外 
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 3988260,824.8 木村医院 〒252-0303 042-742-9769志野原　睦 志野原　睦 平23. 3.23内   小   他  診療所
     相医824 相模原市南区相模大野７－１２－常　勤:    1 交代 現存
     ９ (医       1) 平23. 3.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3989260,826.3 わたせ耳鼻咽喉科 〒252-0303 042-794-7682医療法人　わたせ耳鼻渡瀬　文貴 平23. 5. 1耳い アレ 診療所
     相医826 相模原市南区相模大野７－６－１常　勤:    1咽喉科　理事長　渡瀬 交代 現存
     ３　アリスソナーレ１Ｆ (医       1)　文貴 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3990260,827.1 菅産婦人科医院 〒252-0318 042-747-1231菅　博胤 菅　博胤 平23. 5. 5産   婦   小  診療所
     相医827 相模原市南区上鶴間本町５－４－常　勤:    1 交代 現存
     １６ (医       1) 平23. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3991260,829.7 相武台脳神経外科 〒252-0324 046-258-2728加藤　貴弘 加藤　貴弘 平23. 7. 1脳外 リハ 診療所
     相医829 相模原市南区相武台１－２４－１常　勤:    1 交代 現存
     ４　サンライズビル１Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3992260,832.1 まつの会　診療室 〒252-0324 046-259-8780松森　 昭 松森　 昭 平23.10. 1脳外 神内 診療所
     相医832 相模原市南区相武台１－２４－１常　勤:    1 新規 現存
     ４　サンライズビル３０２ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3993260,833.9 湘寿相模原クリニック〒252-0336 042-719-8561医療法人　湘寿会　理盛　 三 平23.11. 1内   精   診療所
     相医833 相模原市南区当麻８２０－１ドゥ常　勤:    1事長　木村　剛爾 新規 現存
     ・ファミールＡ　１Ｆ－１０１ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3994260,836.2 のんのキッズクリニッ〒252-0303 042-702-9588野々山　勝人 野々山　勝人 平24. 3. 1小   診療所
     相医836 ク 相模原市南区相模大野８－５－９常　勤:    1 新規 現存
     ＰＥＡＣＨ　ＦＯＲＴ　１Ｆ－Ａ(医       1) 平24. 3. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3995260,837.0 グリーンパーク内科ク〒252-0325 046-259-9215金子　弥生 金子　弥生 平24. 3. 1内   皮   診療所
     相医837 リニック 相模原市南区新磯野４－５－６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3996260,838.8 麻溝台内科・消化器ク〒252-0328 042-701-3856医療法人　淳悠会　理田中　淳一 平24. 4. 1内   外   他  診療所
     相医838 リニック 相模原市南区麻溝台４－１０－１常　勤:    1事長　田中　淳一 交代 現存
     ４麻溝台メディカルプラザ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3997260,839.6 豊田内科クリニック 〒252-0331 042-754-6908医療法人佑人会　理事豊田　信明 平26. 7. 1内   アレ 診療所
     相医839 相模原市南区大野台７－２９－５常　勤:    1長　豊田　信明 移動 呼内 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3998260,841.2 上鶴間ファミリークリ〒252-0318 042-767-5332医療法人社団　上鶴間井戸田　照義 平24. 5. 1内   小   アレ診療所
     相医841 ニック 相模原市南区上鶴間本町８－４４常　勤:    1ファミリークリニック 交代 リハ 現存
     －２０ (医       1)　理事長　井戸田　照 平24. 5. 1
     非常勤:    1義
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3999260,842.0 まはろクリニック 〒252-0303 042-743-1024上原　吾郎 上原　吾郎 平24. 5. 1内   他   診療所
     相医842 相模原市南区相模大野７－３５－常　勤:    1 交代 現存
     １－１０３ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4000260,847.9 北村ファミリークリニ〒252-0321 042-705-5990北村　雅也 北村　雅也 平24.11. 1内   外   小  診療所
     相医847 ック 相模原市南区相模台７－３６－２常　勤:    1 新規 他   現存
     ３ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4001260,850.3 どんぐりこどもクリニ〒252-0331 042-786-0281医療法人直源会　理事宮澤　廣文 平25. 7. 1小   アレ 診療所
     相医850 ック 相模原市南区大野台６－１９－１常　勤:    1長　石川　誠剛 移動 現存
     ２　１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4002260,851.1 滝島医院 〒252-0312 042-742-8535医療法人社団瀧島　理瀧島　常雅 平25. 1. 1内   小   耳い診療所
     相医851 相模原市南区相南１－１７－２７常　勤:    2事長　瀧島　常雅 交代 他   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4003260,854.5 平林眼科 〒252-0303 042-705-5146平林　義夫 平林　義夫 平25. 3.13眼   診療所
     相医854 相模原市南区相模大野３－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ボーノ相模大野ショッピングセン(医       1) 平25. 3.13
     ター５Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4004260,857.8 相模大野駅前タワー整〒252-0303 042-701-4561伊藤　淳 伊藤　淳 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     相医857 形外科・リウマチ科 相模原市南区相模大野３－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ｂｏｎｏ相模大野　Ｓｏｕｔｈ　(医       1) 平25. 4. 1
     Ｍａｌｌ　４Ｆ　Ｂ４０１－２号
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4005260,858.6 阿部内科クリニック 〒252-0303 042-702-0577阿部　純久 阿部　純久 平25. 4. 1内   他   診療所
     相医858 相模原市南区相模大野３－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ボーノ相模大野サウスモール４Ｆ(医       1) 平25. 4. 1
     　Ｂ４０１－１
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 4006260,859.4 医療法人社団永康会　〒252-0335 042-777-8020医療法人社団永康会　田中　健一 平25. 4. 1他   診療所
     相医859 麻溝じんクリニック 相模原市南区下溝７５６－６　３常　勤:    1理事長　安藤　和弘 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4007260,863.6 武井小児科医院 〒252-0314 042-744-1018武井　研二 武井　研二 平25. 4. 1小   内   診療所
     相医863 相模原市南区南台５－１５－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4008260,867.7 おなかとおしりの桜井〒252-0303 042-705-7333医療法人さくら会　理櫻井　雅之 平25. 6. 1内   外   他  診療所
     相医867 クリニック 相模原市南区相模大野４－５－５常　勤:    2事長　櫻井　雅之 交代 現存
     ロビーファイブ相模大野Ｄ　２０(医       2) 平25. 6. 1
     ５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4009260,868.5 ロビーファイブレディ〒252-0303 042-701-5007医療法人ロビーファイ佐藤　亀代司 平25. 6. 1婦   診療所
     相医868 ースクリニック 相模原市南区相模大野４－５－５常　勤:    1ブレディースクリニッ 交代 現存
     ロビーシティ相模大野五番街５号(医       1)ク　理事長　佐藤　亀 平25. 6. 1
     棟２０１ 代司
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4010260,871.9 大野台クリニック 〒252-0331 042-704-6645医療法人直源会　理事前澤　寧 平25.10. 1内   診療所
     相医871 相模原市南区大野台６－１９－１常　勤:    1長　石川　誠剛 新規 消内 現存
     ２　２Ｆ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4011261,000.4 フォレストクリニック〒252-0314 042-701-8338林　幹人 林　幹人 平25.11. 1内   呼内 神内診療所
     相医1000 オダサガ内科 相模原市南区南台５－１１－１９常　勤:    1 新規 糖内　循内　内現存
     ペアナードオダサガ　３０３ (医       1) 平25.11. 1泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4012261,001.2 おださが小児アレルギ〒252-0314 042-701-3567富川　盛光 富川　盛光 平25.12. 1小   アレ 診療所
     相医1001 ー科 相模原市南区南台５－１１－１９常　勤:    1 新規 現存
     　３Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4013261,003.8 神奈川ＡＲＴクリニッ〒252-0303 042-701-3855田島　敏秀 田島　敏秀 平26. 3. 1婦   診療所
     相医1003 ク 相模原市南区相模大野６－１９－常　勤:    1 新規 現存
     ２９ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4014261,005.3 新戸診療所 〒252-0326 046-251-0428佐藤　秀之 佐藤　秀之 平26. 2. 1内   外   診療所
     相医1005 相模原市南区新戸１７１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4015261,006.1 ペアナードオダサガは〒252-0314 042-702-9248林　博俊 林　博俊 平26. 4. 1内   心内 精  診療所
     相医1006 やしクリニック 相模原市南区南台５－１１－１９常　勤:    1 新規 婦   現存
     ペアナードオダサガ３０２ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4016261,008.7 医療法人社団元志会　〒252-0303 042-711-6031医療法人社団元志会　宮田　大揮 平26. 4. 1小   診療所
     相医1008 相模大野こどもクリニ相模原市南区相模大野３－３－１常　勤:    1理事長　宗　永元 新規 現存
     ック ボーノ相模大野サウスモール４Ｆ(医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4017261,010.3 アイクリニック南台 〒252-0314 042-743-9644田中　聡 田中　聡 平26. 5. 7眼   診療所
     相医1010 相模原市南区南台６－１７－１８常　勤:    1 新規 現存
     　１Ｆ (医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4018261,011.1 おおくさ泌尿器・内科〒252-0303 042-701-7950大草　洋 大草　洋 平26. 4. 1ひ   内   診療所
     相医1011 クリニック 相模原市南区相模大野３－１３－常　勤:    1 交代 現存
     １３第２タカビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4019261,014.5 相模大野皮膚科クリニ〒252-0303 042-702-3770医療法人博愛会　理事片山　宏賢 平26. 5. 1皮   アレ 診療所
     相医1014 ック 相模原市南区相模大野３－３－１常　勤:    1長　片山　宏賢 交代 小皮　美皮 現存
     ｂｏｎｏ相模大野南棟Ｂ４０４ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4020261,018.6 東大沼内科クリニック〒252-0333 042-767-0170医療法人社団緑奏会　髙田　信和 平26. 6. 1内   呼内 診療所
     相医1018 相模原市南区東大沼１－１２－４常　勤:    1理事長　髙田　信和 交代 現存
     ３ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4021261,019.4 東林間かねしろ内科ク〒252-0302 042-701-1041医療法人優雅　理事長金城　瑞樹 平26. 7. 1内   診療所
     相医1019 リニック 相模原市南区上鶴間７－６－２山常　勤:    1　金城　瑞樹 交代 循内 現存
     下ビル１－２－３Ｆ号室 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4022261,020.2 相南キッズクリニック〒252-0312 042-767-2282岩波　直美 岩波　直美 平26. 8. 8小   診療所
     相医1020 相模原市南区相南１－２２－６北常　勤:    1 新規 現存
     野医療センター２Ｆ２０１ (医       1) 平26. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4023980,161.4 神奈川県立さがみ緑風〒252-0328 042-766-2255神奈川県知事 髙相　晶士 平15. 4. 1内   神内 整外診療所
     (986,161.8) 園診療所 相模原市南区麻溝台２－４－１８常　勤:    1 移動 精   神   皮  現存
     相医161 (医       1) 平21. 4. 1脳外 ひ   眼  
     非常勤:   21 リハ 歯   
     (医      20)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4024991,004.3 独立行政法人国立病院〒252-0315 042-742-8311独立行政法人国立病院秋山　一男 昭32. 7. 1一般       505地域支援
     相医4 機構　相模原病院 相模原市南区桜台１８－１ 常　勤:   83機構　理事長　桐野　 内   精   神内病院
     (医      83)髙明 平23. 7. 1アレ リウ 小  現存
     非常勤:   51 外   整外 脳外
     (医      51) 呼外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
     呼内　消内　循
     内　消外　乳外
     　病診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4025190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-0011 0468-22-2710国家公務員共済組合連長堀　薫 昭32. 9. 1一般       735地域支援
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 常　勤:  215合会　理事長　尾原　 内   精   神内病院
     横須医9 (医     211)榮夫 平23. 9. 1小   外   整外現存
     (歯       4) 形外 脳外 皮  
     非常勤:   13 ひ   産婦 眼  
     (医      11) 耳い リハ 放  
     (歯       2) 麻   歯外 心外
     呼外 病理 呼内
     他   
     乳外　消内　循
     内　腎内　血内
     　内泌糖内　消
     外　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4026190,028.1 社会福祉法人恩賜財団〒238-0032 0468-51-2137社会福祉法人恩賜財団小泉　博義 昭32. 9.20一般        19診療所
     横須医28 神奈川県同胞援護会　横須賀市平作８－１４－１ 常　勤:    1神奈川県同胞援護会　 内   小   他  現存
     衣笠診療所 (医       1)会長　加茂坂　幸昌 平23. 9.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4027190,043.0 医療法人新医会　鈴木〒238-0007 0468-22-0978医療法人新医会　理事鈴木　忍 昭32. 9.20一般         1診療所
     横須医43 クリニック 横須賀市若松町３－１０ 常　勤:    1長　鈴木　忍 内   性   循  現存
     (医       1) 平23. 9.20消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4028190,065.3 神奈川みなみ医療生活〒238-0032 0468-51-1062神奈川みなみ医療生活岡田　哲郎 平 5. 4. 1内   整外 神内診療所
     横須医65 協同組合　衣笠診療所横須賀市平作７－１０－２７ 常　勤:    2協同組合　代表理事　 移動 現存
     (医       2)藁谷　收 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4029190,091.9 池田医院 〒239-0808 0468-36-3603池田　治 池田　治 昭32. 9.20内   性   産婦診療所
     横須医91 横須賀市大津町３－９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4030190,118.0 医療法人厚仁会　伊藤〒238-0042 0468-22-0032医療法人厚仁会　理事伊藤　隆義 昭32. 9.20整外 形外 リウ診療所
     横須医118 診療所 横須賀市汐入町２－３８ 常　勤:    2長　伊藤　尚徳 リハ 現存
     (医       2) 平23. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4031190,131.3 国家公務員共済組合連〒237-0076 0468-61-3161国家公務員共済組合連野口　純男 昭32. 9.20一般        92病院
     横須医131 合会　横須賀共済病院横須賀市船越町１－８ 常　勤:    5合会　理事長　尾原　 療養        46現存
     　分院 (医       5)榮夫 平23. 9.20介護        36
     非常勤:   18 内   外   整外
     (医      18) 脳外 皮   ひ  
     耳い リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4032190,132.1 社会福祉法人　日本医〒238-0026 0468-52-1182社会福祉法人日本医療鈴木　博 昭32. 9.20一般       251病院
     横須医132 療伝道会　衣笠病院 横須賀市小矢部２－２３－１ 常　勤:   31伝道会　理事長　室谷 内   精   小  現存
     (医      31)　千英 平23. 9.20外   整外 皮  
     非常勤:   66 ひ   産婦 眼  
     (医      66) 耳い リハ 放  
     神   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4033190,133.9 住友重機械健康保険組〒239-0824 046-841-0922住友重機械健康保険組越川　尚男 平15. 5.24一般        60地域支援
     横須医133 合　浦賀病院 横須賀市西浦賀１－１１－１ 常　勤:    7合　理事長　高石　祐 移動 療養        39病院
     (医       7)次 平21. 5.24内   消   呼  療養病床
     非常勤:   28 循   小   外  現存
     (医      27) 整外 ひ   皮  
     (薬       1) 眼   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4034190,135.4 総合病院　聖ヨゼフ病〒238-0018 0468-22-2134社会福祉法人聖テレジ白井　輝 昭32. 9.20一般       146病院
     横須医135 院 横須賀市緑が丘２８ 常　勤:   18ア会　理事長　澤　宏 療養        36現存
     (医      18)紀 平23. 9.20内   小   外  
     非常勤:    2 整外 リハ 耳  
     (医       2) リウ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4035190,138.8 神奈川後保護施設附属〒238-0047 046-822-2824社会福祉法人湘南アフ小山　泉 昭32. 9.20内   診療所
     横須医138 診療所 横須賀市吉倉町１丁目無番地 常　勤:    1ターケア協会　理事長 現存
     (医       1)　御子柴　智義 平23. 9.20
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4036190,157.8 駐留軍要員健康保険組〒238-0001 0468-22-2321駐留軍要員健康保険組田端　忠夫 昭33. 3. 1内   外   診療所
     横須医157 合　米海軍横須賀基地横須賀市泊町１　米海軍横須賀基常　勤:    1合　理事長　蓑浦　正 現存
     診療所 地内Ｂ－６８ (医       1)彦 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4037190,221.2 横須賀市立市民病院 〒240-0101 0468-56-3136横須賀市長 久保　章 昭38.12. 1一般       476地域支援
     (196,221.6) 横須賀市長坂１－３－２ 常　勤:   65 一般（感染） 病院
     横須医221 (医      64) 平23.12. 1             6現存
     (歯       1) 内   外   神内
     非常勤:    7 脳外 整外 形外
     (医       7) 精   リウ 小  
     皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4038190,233.7 社会福祉法人湘南福祉〒237-0067 046-865-4105社会福祉法人湘南福祉山口　和郎 昭40. 2. 1一般       117病院
     (196,233.1) 協会　総合病院湘南病横須賀市鷹取１－１－１ 常　勤:   20協会　理事長　田中　 精神       120現存
     横須医233 院 (医      20)達三 平22. 2. 1療養        50
     非常勤:   41 内   小   脳外
     (医      41) 精   外   整外
     産婦 眼   耳い
     皮   ひ   歯  
     循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4039190,234.5 東京医院 〒239-0815 0468-41-6009郡司　博 郡司　博 昭40. 2. 1内   呼   胃  診療所
     横須医234 横須賀市浦上台３－３０－１ 常　勤:    1 循   放   現存
     (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4040190,236.0 金成医院 〒237-0063 0468-65-5791金成　正人 金成　正人 昭40. 2. 1内   外   診療所
     横須医236 横須賀市追浜東町３－２２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4041190,246.9 大原医院 〒240-0104 0468-56-1280大原　一夫 大原　一夫 昭49. 1. 1内   小   診療所
     横須医246 横須賀市芦名２丁目２９－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4042190,262.6 森崎中央診療所 〒238-0023 0468-36-4624元文　伊千夫 元文　伊千夫 昭42. 9.15内   小   放  診療所
     横須医262 横須賀市森崎３－１２－１８ 常　勤:    2 耳   現存
     (医       2) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4043190,266.7 青木医院 〒239-0807 0468-36-6243青木　久 青木　久 昭43. 4.15内   外   皮  診療所
     横須医266 横須賀市根岸町３－４－３ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4044190,269.1 小野田医院 〒238-0043 0468-23-6245小野田　町子 小野田　町子 昭43. 6.15内   精   消  診療所
     横須医269 横須賀市坂本町１の２ 常　勤:    2 心内 現存
     (医       2) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4045190,288.1 竹中眼科医院 〒238-0054 0468-22-0569竹中　浩子 竹中　浩子 平 5. 3. 1眼   診療所
     横須医288 横須賀市汐見台３－１０－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4046190,291.5 毛利医院 〒238-0042 0468-22-0462毛利　元彦 毛利　元彦 昭46. 1. 1内   小   診療所
     横須医291 横須賀市汐入町２－３６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4047190,294.9 金谷医院 〒239-0813 0468-42-1328金谷　康三郎 金谷　康三郎 昭46. 2.15胃   外   皮  診療所
     横須医294 横須賀市鴨居２－１９－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4048190,305.3 横須賀老人ホーム附属〒239-0841 0468-48-1761社会福祉法人神奈川県角谷　知泰 昭50. 4. 1一般        10診療所
     横須医305 診療所 横須賀市野比５－５－６ 常　勤:    1社会福祉事業団　理事 内   精   皮ひ現存
     (医       1)長　芦澤　敏夫 平23. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4049190,306.1 社会福祉法人　阿部睦〒238-0031 0468-51-1904社会福祉法人阿部睦会洲崎　兵一 昭47. 3. 1一般        19診療所
     (196,306.5) 会　共楽荘診療所 横須賀市衣笠栄町４－１４ 常　勤:    1　会長　阿部　絢子 内   外   歯  現存
     横須医306 (医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4050190,325.1 田中医院 〒239-0845 0468-48-8084田中　栄一 田中　栄一 昭50. 2.15内   小   消  診療所
     横須医325 横須賀市粟田２－２７－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4051190,326.9 湘南内科医院 〒238-0006 0468-22-1034医療法人同壬会　理事橋本　敦生 昭50. 2. 1消   循   呼  診療所
     横須医326 横須賀市日の出町１－７ 常　勤:    2長　野尻　陽子 放   心内 内  現存
     (医       2) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4052190,329.3 三上医院 〒238-0012 0468-22-0750三上　剛志 三上　剛志 昭50. 5. 1内   呼   消  診療所
     横須医329 横須賀市安浦町２－２ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4053190,332.7 吉川外科胃腸科医院 〒238-0024 0468-36-7887吉川　和夫 吉川　和夫 昭50.10. 1胃   外   診療所
     横須医332 横須賀市大矢部３－１－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4054190,333.5 トクダ眼科医院 〒238-0042 0468-22-2624徳田　耕司 徳田　耕司 昭50. 9.17眼   診療所
     横須医333 横須賀市汐入町５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4055190,334.3 観音崎診療所 〒239-0813 0468-42-2951松尾　亙 松尾　亙 昭50.10. 1内   小   外  診療所
     横須医334 横須賀市鴨居３－８０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4056190,336.8 馬堀小児科醫院 〒239-0801 0468-43-0115林　芳子 林　芳子 昭50.12.15内   小   診療所
     横須医336 横須賀市馬堀海岸２－２６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4057190,338.4 馬堀内科医院 〒239-0801 0468-43-0151林　正峰 林　正峰 昭51. 1. 1内   胃   小  診療所
     横須医338 横須賀市馬堀海岸２－２６－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4058190,345.9 山 内科クリニック 〒238-0004 0468-26-3696山 　進康 山 　進康 昭52. 4. 1内   循   小  診療所
     横須医345 横須賀市小川町２３－１三笠ハイ常　勤:    1 放   現存
     ツ１０１号 (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4059190,348.3 横須賀市救急医療セン〒238-0005 046-824-3181横須賀市長 遠藤　千洋 平26. 4. 1内   小   外  診療所
     横須医348 ター 横須賀市新港町１－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   83
     (医      83)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4060190,354.1 中村内科医院 〒239-0833 0468-49-3635中村　信彦 中村　信彦 昭53. 1.15内   小   診療所
     横須医354 横須賀市ハイランド１－３７－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4061190,355.8 坂井産婦人科医院 〒239-0841 0468-49-0700坂井　則夫 坂井　則夫 昭53. 5.15一般         6診療所
     横須医355 横須賀市野比１－１７－１６ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平23. 5.15
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 4062190,357.4 中村外科胃腸科医院 〒238-0014 0468-27-2122中村　玄行 中村　玄行 昭58. 3. 9胃   外   診療所
     横須医357 横須賀市三春町３－１９－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4063190,361.6 湘南長沢医院 〒239-0846 0468-49-4114鯵坂　秀明 鯵坂　秀明 昭54. 3. 1一般         6診療所
     横須医361 横須賀市グリーンハイツ３－８ 常　勤:    1 内   心内 皮  現存
     (医       1) 平24. 3. 1外   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4064190,369.9 小泉内科 〒238-0035 0468-53-8778小泉　精策 小泉　精策 昭61. 9.25内   診療所
     横須医369 横須賀市池上２－１０－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4065190,370.7 中村皮膚科 〒240-0104 0468-57-5775中村　洋 中村　洋 昭55. 4. 1皮   診療所
     横須医370 横須賀市芦名２－１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4066190,372.3 國立クリニック 〒239-0833 0468-49-3060國立　實夫 國立　實夫 平 7.12.25内   小   外  診療所
     横須医372 横須賀市ハイランド３－２７ー３常　勤:    1 移動 婦   現存
     １ (医       1) 平22.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4067190,376.4 桜が丘診療所 〒239-0803 046-835-5330永井　生司 永井　生司 平26. 3.18内   婦   診療所
     横須医376 横須賀市桜が丘１－７－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4068190,379.8 長岡皮膚科医院 〒237-0068 0468-66-0135長岡　英和 長岡　英和 平11. 8.30皮   診療所
     横須医379 横須賀市追浜本町１－１－３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4069190,382.2 安島医院 〒238-0032 0468-53-6699安島　正敏 安島　正敏 昭56. 9. 1内   呼   胃  診療所
     横須医382 横須賀市平作５－２９－２０ 常　勤:    1 循   放   現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4070190,384.8 村瀬眼科医院 〒238-0031 046-853-8335村瀬　俊 村瀬　俊 平22.11. 5眼   診療所
     横須医384 横須賀市衣笠栄町１－１２　モン常　勤:    1 移動 現存
     テエスカリエ１－Ａ (医       1) 平22.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4071190,388.9 公郷医院 〒238-0022 0468-52-0225林　玉山 林　玉山 昭57. 3. 1内   小   胃  診療所
     横須医388 横須賀市公郷町５－３２－１４ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4072190,389.7 北久里浜医院 〒239-0807 0468-35-3377林　玉峰 林　玉峰 昭57. 3.15内   小   耳い診療所
     横須医389 横須賀市根岸町３－２－１５ 常　勤:    1 胃   リハ 現存
     (医       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4073190,394.7 伊藤クリニック 〒237-0068 0468-65-9700伊藤　一 伊藤　一 昭58. 1.15胃   外   整外診療所
     横須医394 横須賀市追浜本町２の３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4074190,395.4 妹尾内科医院 〒238-0022 0468-53-9092妹尾　武彦 妹尾　武彦 昭58. 3.15内   胃   診療所
     横須医395 横須賀市公郷町１－５８－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4075190,398.8 臼井医院 〒239-0824 0468-41-0455臼井　康隆 臼井　康隆 昭59. 1. 1内   診療所
     横須医398 横須賀市西浦賀１－５－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4076190,402.8 大橋医院 〒239-0814 0468-42-2225大橋　勲 大橋　勲 平 5.11.26内   小   診療所
     横須医402 横須賀市二葉２－４０－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4077190,403.6 三原医院 〒239-0831 0468-35-0130三原　良武 三原　良武 昭59. 6. 1眼   診療所
     横須医403 横須賀市久里浜４－１９－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4078190,405.1 橋本医院 〒237-0062 0468-65-3754橋本　眞生 橋本　眞生 昭60. 3. 1内   小   皮  診療所
     横須医405 横須賀市浦郷町３－７５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4079190,419.2 田中胃腸科医院 〒238-0017 0468-23-1515田中　容 田中　容 昭62.12. 6内   胃   診療所
     横須医419 横須賀市上町２－４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4080190,425.9 工藤内科クリニック 〒237-0063 0468-65-1212工藤　英俊 工藤　英俊 昭63. 2. 1内   呼   診療所
     横須医425 横須賀市追浜東町３－４２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4081190,428.3 内田こどもクリニック〒238-0315 0468-57-1330内田　哲 内田　哲 昭63. 7. 1小   診療所
     横須医428 横須賀市林２－１－３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4082190,434.1 横須賀クリニック 〒238-0004 046-825-8811医療法人眞仁会　理事小沢　潔 平元. 2. 1内   診療所
     横須医434 横須賀市小川町２４ 常　勤:    4長　小澤　潔 現存
     (医       4) 平22. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4083190,435.8 武山川辺眼科医院 〒238-0313 0468-57-6201川 　幹男 川 　幹男 平10. 6. 1眼   診療所
     横須医435 横須賀市武４－４０－４木村ビル常　勤:    1 移動 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4084190,436.6 湘南グリーンクリニッ〒238-0024 046-834-8991医療法人社団相光会　永井　肇 平元. 5. 1内   整外 皮  診療所
     (196,436.0) ク 横須賀市大矢部３－１－２５ 常　勤:    4理事長　西城　一代 リハ 歯   他  現存
     横須医436 (医       1) 平22. 5. 1
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4085190,437.4 峯村皮膚科クリニック〒238-0008 0468-27-2919医療法人社団峯村皮膚峯村　協成 平 5.10.21皮   診療所
     横須医437 横須賀市大滝町２－４山本ビル５常　勤:    2科クリニック　理事長 移動 現存
     Ｆ (医       2)　峯村　協成 平23.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4086190,440.8 遠藤胃腸科外科 〒239-0841 0468-48-9122遠藤　千洋 遠藤　千洋 平元. 9. 1内   胃   外  診療所
     横須医440 横須賀市野比１－１７－１ 常　勤:    1 こう リハ 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4087190,441.6 横須賀中央診療所 〒238-0011 046-823-8691神奈川県勤労者医療生春田　明郎 平19. 2. 1内   他   診療所
     横須医441 横須賀市米が浜通１－１８－１５常　勤:    1活協同組合　理事長　 移動 現存
     (医       1)天明　佳臣 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4088190,443.2 小堀医院 〒239-0802 046-835-0116医療法人社団小堀医院小堀　正 平16.12. 6耳い 気食 診療所
     横須医443 横須賀市馬堀町２－９－１７ 常　勤:    1　理事長　小堀　正 移動 現存
     (医       1) 平22.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4089190,445.7 医療法人社団　德田医〒239-0822 046-841-0136医療法人社団　德田医德田　政道 平18.11. 1内   放   診療所
     横須医445 院 横須賀市浦賀６－１－２７ 常　勤:    1院　理事長　德田　政 移動 現存
     (医       1)道 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4090190,446.5 医療法人社団　齋藤医〒240-0101 0468-57-5121医療法人社団齋藤医院齋藤　友巳 平元.11. 1一般        18診療所
     横須医446 院 横須賀市長坂２－９－２３ 常　勤:    2　理事長　齋藤　友巳 内   小   皮  現存
     (医       2) 平22.11. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4091190,447.3 いぬお胃腸科外科 〒238-0031 0468-52-0272犬尾　武彦 犬尾　武彦 平元.12. 1胃   外   放  診療所
     横須医447 横須賀市衣笠栄町１－２７三富ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4092190,448.1 医療法人社団　山下内〒239-0842 0468-49-8222医療法人社団山下内科山下　幸雄 平 2. 1. 1内   胃   循  診療所
     横須医448 科医院 横須賀市長沢１－３４－１０ 常　勤:    1医院　理事長　山下　 小   現存
     (医       1)幸雄 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4093190,449.9 長塚内科クリニック 〒238-0022 0468-52-3500長塚　泰明 長塚　泰明 平 2. 2. 1内   呼   消  診療所
     横須医449 横須賀市公郷町３－１－２櫻ビル常　勤:    1 循   現存
     ２Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4094190,450.7 中村外科整形外科 〒238-0041 0468-25-7300中村　朗 中村　朗 平 2. 4. 1外   整外 皮  診療所
     横須医450 横須賀市本町１－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4095190,452.3 猿田耳鼻咽喉科 〒239-0822 0468-44-1133猿田　敏行 猿田　敏行 平 2. 4. 1耳い 診療所
     横須医452 横須賀市浦賀５－４－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4096190,453.1 柴崎耳鼻咽喉科医院 〒238-0315 0468-57-7000柴﨑　誠 柴﨑　誠 平10. 6. 1耳い 診療所
     横須医453 横須賀市武４－４０－４木村ビル常　勤:    1 移動 現存
     １Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4097190,456.4 松本眼科医院 〒238-0007 0468-23-8730松本　健二 松本　健二 平 2. 6.15眼   診療所
     横須医456 横須賀市若松町１－１６鈴萬ビル常　勤:    1 現存
     ２Ｆ (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4098190,457.2 大畑医院 〒238-0043 046-822-1419医療法人社団　大畑医塚本　光嘉 平12. 8.10内   小   他  診療所
     横須医457 横須賀市坂本町４－５ 常　勤:    2院　理事長　塚本　光 移動 現存
     (医       2)嘉 平24. 8.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4099190,458.0 小磯診療所 〒239-0813 046-842-9571医療法人社団　小磯診磯崎　哲男 平18.12. 1内   小   皮  診療所
     横須医458 横須賀市鴨居２－８０－９ 常　勤:    6療所　理事長　磯崎　 移動 現存
     (医       6)哲男 平24.12. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4100190,461.4 医療法人社団　原医院〒238-0034 0468-51-1310医療法人社団原医院　原　稔 平 2. 7. 1内   小   皮  診療所
     横須医461 横須賀市金谷２－１－２２ 常　勤:    1理事長　原　稔 放   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
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 4101190,466.3 紺野内科医院 〒239-0831 046-834-5885医療法人社団　紺野内紺野　洋 平 2.12. 1内   循   放  診療所
     横須医466 横須賀市久里浜４－７－１５ 常　勤:    1科医院　理事長　紺野 現存
     (医       1)　洋 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4102190,468.9 富永整形外科 〒238-0022 0468-52-7711医療法人社団　富永整富永　孝 平 3. 2. 1一般         9診療所
     横須医468 横須賀市公郷町１－５５－１ 常　勤:    2形外科　理事長　富永 整外 リハ リウ現存
     (医       2)　孝 平24. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4103190,469.7 鈴木産科婦人科医院 〒239-0813 0468-43-6225薮田　光紀 薮田　光紀 平 3. 2. 1一般         4診療所
     横須医469 横須賀市鴨居１－１８－１２ 常　勤:    1 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平24. 2. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4104190,470.5 医療法人社団　金沢胃〒239-0831 0468-33-1173医療法人社団金沢胃腸金沢　泰雄 平 3. 2. 1内   外   整外診療所
     横須医470 腸科外科医院 横須賀市久里浜１－６－１ 常　勤:    1科外科医院　理事長　 消   現存
     (医       1)金沢　泰雄 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4105190,471.3 武整形外科 〒238-0313 046-857-2000武　治 武　治 平17. 9. 2整外 診療所
     横須医471 横須賀市武３－５－３６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4106190,474.7 内出医院 〒239-0801 0468-43-4886医療法人社団　内出医内出　一郎 平 3. 3. 1一般         6診療所
     横須医474 横須賀市馬堀海岸２－２６－５ 常　勤:    2院　理事長　内出　一 産婦 現存
     (医       2)郎 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4107190,475.4 新村皮フ泌尿クリニッ〒238-0315 046-857-8600新村　武明 新村　武明 平15.11.28皮   ひ   診療所
     横須医475 ク 横須賀市林２－１－３２－６　　常　勤:    1 移動 現存
     　　　　　　　　　 (医       1) 平21.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4108190,476.2 今井内科クリニック 〒239-0831 046-833-9060今井　博康 今井　博康 平18. 4.10内   小   皮  診療所
     横須医476 横須賀市久里浜２－２０－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4109190,477.0 医療法人社団聖ルカ会〒239-0841 0468-49-1570医療法人社団聖ルカ会元田　憲 平 3. 4. 1一般        41病院
     横須医477 　パシフィックホスピ横須賀市野比５－７－２ 常　勤:    7　理事長　猪狩　康裕 療養       259現存
     タル (医       7) 平24. 4. 1内   リハ 放  
     非常勤:   10 整外 皮   心内
     (医      10) 神内 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4110190,478.8 田近内科循環器科 〒238-0016 0468-26-3060医療法人社団　田近医田近　豊一郎 平11. 4. 1内   診療所
     横須医478 横須賀市深田台７６ 常　勤:    1院　理事長　田近　豊 移動 現存
     (医       1)一郎 平23. 4. 1
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 4111190,479.6 工藤医院 〒239-0801 0468-43-0800工藤　澄彦 工藤　澄彦 平 3. 6.13内   皮   診療所
     横須医479 横須賀市馬堀海岸３－２６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4112190,480.4 いまにしクリニック 〒239-0802 046-835-0316医療法人ユベンシア　今西　宏明 平 3. 7. 1内   皮   外  診療所
     横須医480 横須賀市馬堀町１－７－８ 常　勤:    1理事長　今西　宏明 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4113190,481.2 西部腎クリニック 〒240-0101 0468-57-6117医療法人社団湯沢会　土橋　靖志 平 3. 7. 1内   消   循  診療所
     横須医481 横須賀市長坂３丁目８番９号 常　勤:    2理事長　栗山　智之 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   50
     (医      50)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4114190,483.8 青山医院 〒239-0807 0468-34-3873青山　清次 青山　清次 平 3.10. 1内   胃   外  診療所
     横須医483 横須賀市根岸町４－１－３１ 常　勤:    1 皮   放   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4115190,488.7 渡辺整形外科 〒238-0031 0468-53-9001渡邉　靖年 渡邉　靖年 平12. 9. 1整外 リハ 診療所
     横須医488 横須賀市衣笠栄町１－２２－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4116190,489.5 医療法人恵秀会　佐々〒238-0035 0468-51-0424医療法人恵秀会　理事佐々木　秀一 平 5. 3. 1婦   内   小  診療所
     横須医489 木医院 横須賀市池上５－８－５ 常　勤:    2長　佐々木　秀一 移動 外   胃   リハ現存
     (医       2) 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4117190,494.5 藤田整形外科 〒239-0841 0468-48-6551医療法人社団藤田整形藤田　正樹 平 5. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     横須医494 横須賀市野比１－３９－１５ 常　勤:    1外科　理事長　藤田　 組織変更 現存
     (医       1)正樹 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4118190,495.2 耳鼻咽喉科　森医院 〒238-0011 046-822-7058森　豊 森　豊 平22. 4. 1耳い 診療所
     横須医495 横須賀市米が浜通１－１８－１３常　勤:    1 移動 現存
     　２Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4119190,496.0 高レディースクリニッ〒237-0068 0468-66-6591高　義光 高　義光 平 5. 4. 1内   婦   診療所
     横須医496 ク 横須賀市追浜本町１－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4120190,498.6 医療法人社団　吉村医〒238-0042 0468-22-0855医療法人社団吉村医院吉村　幸高 平 5. 7. 1内   小   診療所
     横須医498 院 横須賀市汐入町３－４９ 常　勤:    1　理事長　吉村　幸高 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4121190,503.3 たかとり医院 〒237-0066 0468-65-9211工藤　十右衛門 工藤　十右衛門 平11. 4. 1内   胃   外  診療所
     横須医503 横須賀市湘南鷹取１－３３－２ 常　勤:    1 移動 皮   麻   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4122190,504.1 古畑泌尿器科クリニッ〒238-0031 0468-53-7397古畑　哲彦 古畑　哲彦 平 6. 6. 1内   外   皮  診療所
     横須医504 ク 横須賀市衣笠栄町１－２７－２花常　勤:    1 新規 ひ   現存
     冨ビル２Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4123190,507.4 赤羽整形外科クリニッ〒240-0101 0468-57-2455赤羽　城治 赤羽　城治 平14. 3.18整外 リハ 診療所
     横須医507 ク 横須賀市長坂２－９－３６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4124190,508.2 げんぶん小児クリニッ〒239-0841 0468-48-5578元文　哲郎 元文　哲郎 平 6. 9. 1内   小   診療所
     横須医508 ク 横須賀市野比３－１２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4125190,512.4 久里浜眼科 〒239-0831 046-833-0057医療法人社団久里浜眼柳川　明彦 平15.11. 4眼   診療所
     横須医512 横須賀市久里浜４－８－１６ 常　勤:    4科　理事長　柳川　明 移動 現存
     (医       4)彦 平21.11. 4
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4126190,513.2 坂井医院 〒239-0831 0468-35-0807坂井　文彦 坂井　文彦 平 6.11.24内   神内 診療所
     横須医513 横須賀市久里浜７－２３－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21.11.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4127190,515.7 中央メンタルクリニッ〒238-0008 0468-27-3427喜多村　雄至 喜多村　雄至 平 7. 2. 1精   神   神内診療所
     横須医515 ク 横須賀市大滝町２－１１八島ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4128190,518.1 堀越眼科クリニック 〒239-0802 0468-37-4114堀越　順 堀越　順 平 7. 4. 1眼   診療所
     横須医518 横須賀市馬堀町２－３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4129190,522.3 医療法人社団　新明外〒238-0034 0468-53-3228医療法人社団　新明外新明　紘一郎 平10.11. 1胃   内   外  診療所
     横須医522 科胃腸科 横須賀市金谷２－２－１５ 常　勤:    1科胃腸科　理事長　新 移動 整外 皮   こう現存
     (医       1)明　紘一郎 平22.11. 1リハ 放   麻  
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 4130190,523.1 金丸皮膚科 〒238-0007 0468-23-7728金丸　哲山 金丸　哲山 平 7. 6.15皮   診療所
     横須医523 横須賀市若松町２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4131190,524.9 第二湘南グリーンクリ〒238-0024 0468-36-1350医療法人社団　相光会浅川　清人 平 7.11. 1一般        19診療所
     横須医524 ニック 横須賀市大矢部５－１１－１ 常　勤:    1　理事長　西城　一代 新規 内   整外 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4132190,530.6 村岡クリニック 〒239-0807 0468-33-2228村岡　光久 村岡　光久 平 8. 4. 1内   胃   循  診療所
     横須医530 横須賀市根岸町２－２２－８ 常　勤:    1 新規 呼   皮   外  現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4133190,531.4 青葉内科クリニック 〒239-0841 0468-47-1210青葉　重光 青葉　重光 平 8. 4.15内   神内 診療所
     横須医531 横須賀市野比１－２５－５荒井ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平23. 4.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4134190,532.2 久里浜駅前皮フ科 〒239-0831 0468-34-0102山本　聡 山本　聡 平 8. 6.15皮   診療所
     横須医532 横須賀市久里浜１－３－１８「サ常　勤:    2 新規 現存
     ンヨービル２Ｆ」 (医       2) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4135190,535.5 医療法人　寿優会　山〒238-0313 0468-56-1456医療法人　寿優会　理山形　壽太郎 平 8. 7. 1内   小   放  診療所
     横須医535 形医院 横須賀市武２－１２－３ 常　勤:    1事長　山形　壽太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4136190,536.3 医療法人　横圭会　武〒238-0315 0468-56-6636医療法人　横圭会　理加藤　圭 平 8. 8. 1胃   外   内  診療所
     横須医536 山加藤医院 横須賀市林３－１－７ 常　勤:    2事長　加藤　弘一 組織変更 現存
     (医       2) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4137190,539.7 倉田耳鼻咽喉科 〒239-0842 0468-48-8741医療法人社団　明和　倉田　文雄 平11. 5. 1耳い 診療所
     横須医539 横須賀市長沢３－３－１０ 常　勤:    2理事長　倉田　文雄 移動 現存
     (医       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4138190,540.5 うめざわ医院 〒239-0844 0468-48-2442医療法人社団　月夜野梅澤　正 平 8.11. 1内   小   放  診療所
     横須医540 横須賀市岩戸２－１７－６ 常　勤:    1会　理事長　梅澤　正 組織変更 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4139190,541.3 嘉山医院 〒238-0316 0468-56-1020嘉山　保美 嘉山　保美 平 8.12.16内   呼   リハ診療所
     横須医541 横須賀市長井１－８－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23.12.16



 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   463 頁

 4140190,542.1 細岡メンタルクリニッ〒237-0064 0468-67-3500細岡　英俊 細岡　英俊 平 9. 4. 1神   精   心内診療所
     横須医542 ク 横須賀市追浜町３－１勝野ビル３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4141190,543.9 大木医院 〒239-0833 0468-48-1919志越　和子 志越　和子 平 9. 4. 1内   小   診療所
     横須医543 横須賀市ハイランド５－２８－４常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4142190,545.4 医療法人社団　久里浜〒239-0805 0468-33-6133医療法人社団　久里浜横井　隆志 平 9. 4. 1胃   外   内  診療所
     横須医545 横井クリニック 横須賀市舟倉１－３０－１２久里常　勤:    1横井クリニック　理事 組織変更 こう 皮   リハ現存
     浜パークホームズ１Ｆ (医       1)長　横井　隆志 平24. 4. 1放   小   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4143190,549.6 萩原肛門科 〒239-0807 046-834-1601医療法人社団　誠慈会川原　薫 平 9.11. 1一般        19診療所
     横須医549 横須賀市根岸町３－４－２４ 常　勤:    1　理事長　川原　薫 組織変更 こう 内   外  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4144190,550.4 佐々木Ｋクリニック 〒238-0046 0468-22-0123佐々木　惠一 佐々木　惠一 平 9.12.15整外 形外 リハ診療所
     横須医550 横須賀市西逸見町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4145190,551.2 植松整形外科 〒239-0843 0468-47-0313植松　紘一 植松　紘一 平10. 1. 1整外 リハ 診療所
     横須医551 横須賀市津久井２－２４－２５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4146190,552.0 しのはら眼科 〒238-0007 0468-24-3706篠原　淳子 篠原　淳子 平10. 1. 1眼   診療所
     横須医552 横須賀市若松町２－５矢島ビル７常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4147190,557.9 医療法人社団　光仁会〒239-0807 046-837-7300医療法人社団　光仁会髙宮　光 平10. 4. 1小   診療所
     横須医557 　髙宮小児科 横須賀市根岸町４－３－２０ 常　勤:    1　理事長　髙宮　光 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4148190,558.7 ナーブ・ケア・クリニ〒238-0012 046-824-7638医療法人社団　ナーブ石渡　祐介 平10. 6. 1内   神内 脳外診療所
     横須医558 ック 横須賀市安浦町２－１９ 常　勤:    1・ケア・クリニック　 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1)理事長　石渡　祐介 平22. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4149190,562.9 里見腎泌尿器科 〒238-0007 0468-21-3367里見　佳昭 里見　佳昭 平10.10. 1ひ   内   皮  診療所
     横須医562 横須賀市若松町１－１０野口ビル常　勤:    1 新規 現存
     ５Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4150190,564.5 小倉医院 〒239-0843 0468-48-0290医療法人　健生会　理小倉　健介 平10.11. 1内   胃   小  診療所
     横須医564 横須賀市津久井２－１７－２１ 常　勤:    1事長　小倉　健介 組織変更 外   現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4151190,569.4 かねこ耳鼻咽喉科 〒238-0031 0468-52-4187金子　卓爾 金子　卓爾 平11. 4. 1耳い 気食 診療所
     横須医569 横須賀市衣笠栄町３－２－２エス常　勤:    1 新規 現存
     ケイビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4152190,572.8 くどう小児科クリニッ〒239-0831 0468-35-1855工藤　聡 工藤　聡 平11. 5. 1小   アレ 診療所
     横須医572 ク 横須賀市久里浜１－６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4153190,575.1 野村内科クリニック 〒238-0315 0468-58-1371医療法人　癒しの会　野村　良彦 平11. 6. 1内   診療所
     横須医575 横須賀市林１－２３－６ 常　勤:    2理事長　野村　良彦 組織変更 現存
     (医       2) 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4154190,576.9 堀ノ内眼科診療所 〒238-0014 0468-28-3234中村　昌生 中村　昌生 平11.10. 1眼   診療所
     横須医576 横須賀市三春町３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4155190,579.3 稲田内科 〒239-0807 0468-36-9665医療法人　曙光会　理稲田　直之 平11.11. 1内   診療所
     横須医579 横須賀市根岸町２－３１－１３ナ常　勤:    1事長　稲田　直之 組織変更 現存
     ヴィール北久里浜２Ｆ (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4156190,580.1 あつみ内科 〒237-0076 0468-60-1058医療法人社団　祐仁会熱海　祐策 平11.11. 1内   リウ 他  診療所
     横須医580 横須賀市船越町１－４３ 常　勤:    1　理事長　熱海　祐策 組織変更 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4157190,581.9 すぎもとクリニック 〒237-0068 046-866-3221杉本　浩太郎 杉本　浩太郎 平11.12. 1神   心内 精  診療所
     横須医581 横須賀市追浜本町１－１－３５ツ常　勤:    1 新規 現存
     バサビル４Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4158190,582.7 みはる内科クリニック〒238-0014 0468-28-3262小西　靖子 小西　靖子 平11.12. 1内   診療所
     横須医582 横須賀市三春町３－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4159190,585.0 ＪＡクリニックよこす〒239-0831 0468-30-5111神奈川県厚生農業協同田茂　和歌子 平12. 4. 1内   診療所
     横須医585 か 横須賀市久里浜１－１７－１０ 常　勤:    1組合連合会　代表理事 新規 現存
     (医       1)理事長　井上　貢 平24. 4. 1
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 4160190,586.8 いいだクリニック 〒238-0046 0468-23-1101飯田　祐成 飯田　祐成 平12. 4.15内   消   外  診療所
     横須医586 横須賀市西逸見町１－５－２シュ常　勤:    1 新規 現存
     ウセイビル３Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4161190,587.6 コスモス皮膚科 〒239-0831 046-833-5501黒澤　傳枝 黒澤　傳枝 平21. 5.12皮   診療所
     横須医587 横須賀市久里浜４－１５－７ＫＨ常　勤:    1 移動 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平21. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4162190,588.4 中央内科クリニック 〒238-0007 046-822-6859医療法人社団　北三会松岡　幹雄 平17. 6. 1内   診療所
     横須医588 横須賀市若松町２－７藤田ビル３常　勤:    1　理事長　三屋　公紀 移動 現存
     Ｆ・４Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4163190,589.2 三屋内科 〒239-0831 046-830-1822医療法人社団　北三会三屋　公紀 平15.12. 3内   診療所
     横須医589 横須賀市久里浜１－３－１８サン常　勤:    1　理事長　三屋　公紀 移動 現存
     ヨービル４Ｆ (医       1) 平21.12. 3
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4164190,591.8 医療法人　若草会　横〒238-0007 046-827-4001医療法人　若草会　理齋藤　和歌子 平12. 6. 1眼   診療所
     横須医591 須賀中央眼科 横須賀市若松町２－７藤田ビル７常　勤:    2事長　簡野　晃次 組織変更 現存
     Ｆ (医       2) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4165190,592.6 医療法人社団　金子整〒239-0821 046-843-2021医療法人社団　金子整金子　憲作 平12. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     横須医592 形外科 横須賀市東浦賀町１－１－１ＷＡ常　勤:    1形外科　理事長　金子 組織変更 現存
     ＴＡＮＡＢＥ　Ｏｎｅ’ｓビル５(医       1)　憲作 平24. 6. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4166190,593.4 宮入内科 〒239-0807 0468-30-5351宮入　由紀子 宮入　由紀子 平12. 6.15内   診療所
     横須医593 横須賀市根岸町３－１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4167190,594.2 鎌倉医院 〒239-0841 0468-48-1896医療法人社団　広正会鎌倉　広俊 平12. 6. 1内   小   歯  診療所
     (196,594.6) 横須賀市野比２－２９－２２ 常　勤:    2　理事長　鎌倉　広俊 組織変更 他   現存
     横須医594 (医       1) 平24. 6. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4168190,595.9 かとう眼科クリニック〒239-0807 0468-30-5520加藤　英記 加藤　英記 平12. 7. 1眼   診療所
     横須医595 横須賀市根岸町２－３１－１３ナ常　勤:    1 新規 現存
     ヴィール北久里浜２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4169190,600.7 堀之内医院 〒238-0014 0468-28-5000林　明輝 林　明輝 平12.10. 1内   小   呼  診療所
     横須医600 横須賀市三春町３－２４－６－１常　勤:    1 新規 放   現存
     Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4170190,604.9 石橋クリニック 〒239-0808 046-837-3233医療法人社団啓寿会　石橋　千昭 平26. 7. 1内   外   診療所
     横須医604 横須賀市大津町１－８－３２ 常　勤:    1理事長　石橋　千昭 移動 循内　消内 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4171190,606.4 櫻井整形外科 〒238-0043 0468-28-8077櫻井　清治 櫻井　清治 平13. 3. 1整外 形外 リハ診療所
     横須医606 横須賀市坂本町４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4172190,608.0 医療法人　梅丘会　坂〒238-0017 0468-27-3032医療法人　梅丘会　坂坂本　 平17. 5. 1内   消   診療所
     横須医608 本内科クリニック 横須賀市上町３－１４－２ 常　勤:    1本内科クリニック　理 移動 現存
     (医       1)事長　坂本　 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4173190,610.6 里吉内科クリニック 〒238-0014 0468-27-4114里吉　研 里吉　研 平13. 7. 1内   消   診療所
     横須医610 横須賀市三春町１－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4174190,612.2 医療法人社団　厚済会〒237-0064 0468-65-5172医療法人社団　厚済会小川　成章 平13. 8.15内   診療所
     横須医612 　追浜仁正クリニック横須賀市追浜町３－１エルシャン常　勤:    1　理事長　山口　聡 新規 循内　消内　人現存
     テ追浜 (医       1) 平25. 8.15透内
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4175190,616.3 パクスレディースクリ〒239-0835 0468-33-3788医療法人社団　明由会大塚　尚之 平14. 1. 1一般        14診療所
     横須医616 ニック 横須賀市佐原１－１１－１２ 常　勤:    2　理事長　大塚　尚之 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4176190,617.1 むらおか整形外科 〒238-0014 0468-28-5003医療法人社団　亮之会村岡　浩之 平14. 4. 1整外 リハ 診療所
     横須医617 横須賀市三春町３－２４－６堀之常　勤:    1　理事長　村岡　浩之 組織変更 現存
     内メディカルビル３０１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4177190,618.9 中林皮膚科 〒238-0014 046-828-5002中林　淳浩 中林　淳浩 平14. 5. 1皮   診療所
     横須医618 横須賀市三春町３－２４－６堀ノ常　勤:    1 新規 現存
     内メディカルビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4178190,619.7 ふくなが小児科 〒237-0068 0468-69-1188医療法人社団　福治会福永　謙 平14. 5. 1小   アレ 診療所
     横須医619 横須賀市追浜本町１－２３－６座常　勤:    1　理事長　福永　謙 組織変更 現存
     間ビル３Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4179190,620.5 竹内医院 〒239-0843 0468-48-0026岩村　ゆかり 岩村　ゆかり 平14. 6.14内   消   小  診療所
     横須医620 横須賀市津久井２－２－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4180190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 0468-23-2630横須賀市長 沼田　裕一 平14. 7. 1一般       367病院
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 常　勤:  121 組織変更 療養        50現存
     (医     121) 平26. 7. 1内   精   神内
     小   外   整外
     形外 脳外 呼外
     心外 小外 皮  
     ひ   産   婦  
     耳い 眼   放  
     麻   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4181190,622.1 大和クリニック 〒238-0006 0468-26-2601医療法人社団　英寿会加藤　弓子 平14. 8. 1眼   診療所
     横須医622 横須賀市日の出町１－８－２８ 常　勤:    1　理事長　灘　朋幸 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4182190,623.9 上町在宅クリニック 〒238-0017 0468-22-2404渡邉　誠一 渡邉　誠一 平14.10. 1内   診療所
     横須医623 横須賀市上町２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4183190,624.7 久里浜クリニック 〒239-0831 0468-38-3811医療法人　眞仁会　理中西　太一 平14.12.15内   診療所
     横須医624 横須賀市久里浜４－２－１ 常　勤:    2事長　小澤　潔 新規 現存
     (医       2) 平20.12.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4184190,625.4 汐入メンタルクリニッ〒238-0042 046-823-3001医療法人　三精会　理阿瀬川　孝治 平15. 1. 1精   神   心内診療所
     横須医625 ク 横須賀市汐入町２－７－１山下ビ常　勤:    6事長　伊丹　昭 組織変更 小   現存
     ル２・３Ｆ (医       6) 平21. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4185190,626.2 かじもと眼科 〒237-0064 046-865-4516梶本　美智子 梶本　美智子 平15. 1. 1眼   診療所
     横須医626 横須賀市追浜町３－２ナスカクリ常　勤:    1 交代 現存
     ニックビル３Ｆ (医       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4186190,630.4 中島内科クリニック 〒238-0011 046-829-1091中島　茂 中島　茂 平25. 4. 1内   他   診療所
     横須医630 横須賀市米が浜通１－１７ＹＭｂ常　勤:    1 移動 現存
     ｌｄｇ．２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4187190,631.2 ふくおか泌尿器科クリ〒237-0064 046-866-5770福岡　洋 福岡　洋 平15. 4. 1ひ   診療所
     横須医631 ニック 横須賀市追浜町３－１－９シブヤ常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル２階 (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4188190,635.3 佐藤眼科クリニック 〒239-0821 046-846-5355佐藤　修一 佐藤　修一 平15. 6. 1眼   診療所
     横須医635 横須賀市東浦賀１－１－７高橋ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4189190,637.9 大田クリニック 〒237-0064 046-865-0865大田　祥一 大田　祥一 平15. 6. 1内   診療所
     横須医637 横須賀市追浜町３－１－９シブヤ常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル３Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4190190,638.7 三武内科クリニック 〒238-0008 046-828-6311三武　明夫 三武　明夫 平15. 6. 1内   循   呼  診療所
     横須医638 横須賀市大滝町１－２１ジュネス常　勤:    1 新規 現存
     横須賀２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4191190,639.5 井口耳鼻咽喉科医院 〒239-0831 046-833-8741井口　芳明 井口　芳明 平15. 6.15耳い 気食 アレ診療所
     横須医639 横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄常　勤:    1 新規 現存
     メディカルビル４Ｆ (医       1) 平21. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4192190,642.9 久里浜プラムクリニッ〒239-0831 046-838-3866梅原　敬司 梅原　敬司 平15. 8.15内   消   胃  診療所
     横須医642 ク 横須賀市久里浜３－１０－２－１常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ０１ (医       1) 平21. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4193190,643.7 内海こどもクリニック〒238-0017 046-820-2855内海　裕司 内海　裕司 平15.10. 1小   診療所
     横須医643 横須賀市上町２－７－５横須賀上常　勤:    1 新規 現存
     町クリニックビル１Ｆ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4194190,645.2 いけがみ眼科整形外科〒238-0035 046-852-1747澤崎　進一 澤崎　進一 平15.12. 1眼   整外 リハ診療所
     横須医645 横須賀市池上７－１３－１ウエス常　勤:    2 新規 現存
     トヴァレィー壱番館１０２ (医       2) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4195190,646.0 田浦内科クリニック 〒237-0076 046-860-1788杉山　厚 杉山　厚 平16. 3.15内   消   診療所
     横須医646 横須賀市船越町１－５８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4196190,651.0 斉藤内科医院 〒239-0802 046-833-3901医療法人　斉藤内科医陰原　聞天 平16. 7. 1内   呼   循  診療所
     横須医651 横須賀市馬堀町２－１３－２ＫＹ常　勤:    1院　理事長　蔭原　聞 組織変更 消   現存
     ビル２階 (医       1)天 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4197190,652.8 津久井浜整形外科 〒239-0843 046-839-2208医療法人社団津久井浜大畠　崇 平24. 9.25整外 リハ 診療所
     横須医652 横須賀市津久井１－２－１０ 常　勤:    2整形外科　理事長　大 移動 現存
     (医       2)畠　崇 平24. 9.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4198190,657.7 ひろこどもクリニック〒237-0064 046-865-0415黒住　浩子 黒住　浩子 平16. 9. 1小   アレ 診療所
     横須医657 横須賀市追浜町３－２ナスカクリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックビル４Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4199190,659.3 よこすか小児クリニッ〒238-0012 046-829-0375木ノ上　啓子 木ノ上　啓子 平16.10. 1小   診療所
     横須医659 ク 横須賀市安浦町３－１３木光クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックビル２０Ｂ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4200190,661.9 菱沼クリニック 〒239-0841 046-839-2666菱沼　洋子 菱沼　洋子 平17. 1. 1神   内   心内診療所
     横須医661 横須賀市野比１－４２－４７ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4201190,664.3 長井眼科クリニック 〒238-0316 046-855-1341山口　健一 山口　健一 平17. 4.15眼   診療所
     横須医664 横須賀市長井１－２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4202190,666.8 東洋ペインクリニック〒239-0831 046-833-8737医療法人社団　東洋会東　敬隆 平17. 5. 1一般         3診療所
     横須医666 横須賀市久里浜４－３－７ＥＲビ常　勤:    1　理事長　東　敬隆 組織変更 内   麻   放  現存
     ル (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4203190,667.6 とづか内科クリニック〒239-0808 046-830-3075医療法人社団　とづか戸塚　愼一 平17. 6. 1内   リハ 消  診療所
     横須医667 横須賀市大津町１－１２－２２ 常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　戸塚　愼一 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4204190,668.4 すばるメディカルクリ〒238-0008 046-828-5633医療法人　アララギ会片山　弘文 平19. 2. 2眼   内   皮  診療所
     横須医668 ニック 横須賀市大滝町１－９品川ビル５常　勤:    1　理事長　片山　弘文 移動 現存
     Ｆ (医       1) 平25. 2. 2
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 4205190,669.2 青山内科クリニック 〒238-0031 046-850-3307医療法人社団　青い海青山　辰夫 平17. 6. 1内   診療所
     横須医669 横須賀市衣笠栄町１－２２－７衣常　勤:    1　理事長　青山　辰夫 組織変更 現存
     笠医療ビル２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4206190,670.0 工藤整形外科 〒239-0801 046-841-9103工藤　幸彦 工藤　幸彦 平17. 6.15整外 リウ リハ診療所
     横須医670 横須賀市馬堀海岸３－２６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4207190,671.8 小松原レディースクリ〒238-0017 046-823-0507根本　明彦 根本　明彦 平17. 5.18産婦 診療所
     横須医671 ニック 横須賀市上町３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4208190,672.6 やまうち内科クリニッ〒238-0031 046-852-4970山内　眞義 山内　眞義 平17. 9. 1内   消   診療所
     横須医672 ク 横須賀市衣笠栄町１－６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4209190,675.9 塩谷眼科クリニック 〒238-0012 046-823-2177塩谷　芳正 塩谷　芳正 平17.12. 1眼   診療所
     横須医675 横須賀市安浦町２－２７－５佐野常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4210190,676.7 芳賀整形外科 〒237-0068 046-865-4120医療法人　芳賀整形外芳賀　裕 平17.12. 1整外 リハ 診療所
     横須医676 横須賀市追浜本町１－３９－１ 常　勤:    1科　理事長　芳賀　裕 組織変更 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4211190,677.5 くりはま整形外科 〒239-0831 046-833-8755医療法人社団　湘南会佐藤　善一郎 平18. 1. 1整外 リハ 診療所
     横須医677 横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄常　勤:    1　理事長　佐藤　善一 組織変更 現存
     メディカルビル５Ｆ・６Ｆ (医       1)郎 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4212190,679.1 共栄会　鳥海医院 〒237-0064 046-865-3133医療法人　共栄会　理鳥海　達雄 平18. 2. 1内   外   産婦診療所
     横須医679 横須賀市追浜町３－７ 常　勤:    1事長　鳥海　達雄 組織変更 小   皮   ひ  現存
     (医       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4213190,680.9 なかむら耳鼻咽喉科ク〒238-0011 046-827-2729中村　正 中村　正 平18. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     横須医680 リニック 横須賀市米が浜通１－４小山ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4214190,684.1 はやし内科クリニック〒239-0808 046-830-5517医療法人　はやし内科林　修一 平18. 4. 1内   循   診療所
     横須医684 横須賀市大津町１－１６－７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)林　修一 平24. 4. 1
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 4215190,685.8 君島整形外科 〒239-0808 046-834-7711君島　康一 君島　康一 平24. 1. 1整外 外   リハ診療所
     横須医685 横須賀市大津町１－２０－５ 常　勤:    1 移動 内   現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4216190,687.4 太田整形外科 〒239-0807 046-838-4101太田　裕敏 太田　裕敏 平18. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     横須医687 横須賀市根岸町３－３－９鳴瀬ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３・４Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4217190,689.0 よしいけ内科クリニッ〒239-0821 046-846-5321医療法人　よしいけ内吉池　保博 平18. 5. 1内   呼   循  診療所
     横須医689 ク 横須賀市東浦賀１－１－７ＴＡＫ常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 アレ 現存
     ＡＨＡＳＨＩビル３Ｆ (医       1)　吉池　保博 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4218190,690.8 しまだキッズクリニッ〒239-0804 046-835-0008嶋田　達也 嶋田　達也 平18. 6. 1小   アレ 診療所
     横須医690 ク 横須賀市吉井３－１３－１吉井ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックビル２０１ (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4219190,691.6 湘南山手つちだクリニ〒239-0804 046-846-5275医療法人　あかね会　 田　匡明 平18. 7. 1内   循   呼  診療所
     横須医691 ック 横須賀市吉井２－３－５ 常　勤:    1理事長　 田　匡明 組織変更 消   小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4220190,694.0 中野小児科医院 〒238-0032 046-853-7989中野　猛夫 中野　猛夫 平18. 9.21小   診療所
     横須医694 横須賀市平作２－１４－２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4221190,695.7 木原耳鼻咽喉科医院 〒238-0014 046-828-3387医療法人　向日葵会　木原　圭一 平18.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     横須医695 横須賀市三春町３－２４－６掘之常　勤:    1理事長　木原　圭一 組織変更 現存
     内メディカルビル２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4222190,696.5 夏島医院 〒237-0063 046-866-5780医療法人　長孝会　理長井　孝夫 平18.11. 1内   外   胃  診療所
     横須医696 横須賀市追浜東町３－６５　追浜常　勤:    1事長　長井　孝夫 組織変更 こう 現存
     会館ビル２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4223190,697.3 医療法人社団　北久里〒239-0835 046-838-4771医療法人社団　北久里山下　晃平 平18.11. 1脳外 内   外  診療所
     横須医697 浜脳神経外科 横須賀市佐原３－３－１２ 常　勤:    1浜脳神経外科　理事長 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)　山下　晃平 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4224190,698.1 北川外科・胃腸科 〒238-0043 046-821-0557医療法人　北川外科・北川　正明 平18.11. 1胃   外   内  診療所
     横須医698 横須賀市坂本町２－３１エルエス常　勤:    1胃腸科　理事長　北川 組織変更 こう リハ 整外現存
     ビル２Ｆ (医       1)　正明 平24.11. 1
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 4225190,699.9 菱眼科医院 〒238-0031 046-852-4390菱　考顯 菱　考顯 平22.12. 1眼   診療所
     横須医699 横須賀市衣笠栄町１－２２－７　常　勤:    1 移動 現存
     衣笠医療ビル３Ｆ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4226190,700.5 医療法人社団　謙仁会〒239-0831 046-838-5011医療法人社団　謙仁会相原　正弘 平19. 3.15ひ   内   診療所
     横須医700 　久里浜泌尿器科クリ横須賀市久里浜１－３－１８　サ常　勤:    1　理事長　相原　正弘 新規 現存
     ニック ンヨービル３Ｆ (医       1) 平25. 3.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4227190,701.3 さいとう内科クリニッ〒238-0017 046-828-5552齋藤　之伸 齋藤　之伸 平19. 4. 1内   神内 診療所
     横須医701 ク 横須賀市上町１－４０－１２　上常　勤:    2 新規 現存
     町Ｎビル１Ｆ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4228190,702.1 月山内科クリニック 〒237-0068 046-865-0018医療法人　栄秀会　理車（月山）　栄治 平19. 4. 1内   診療所
     横須医702 横須賀市追浜本町１－２３－６ 常　勤:    1事長　車（月山）　栄 組織変更 現存
     (医       1)治 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4229190,703.9 平田整形外科クリニッ〒237-0064 046-867-6012医療法人　晃秀会　理平田　秀彦 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     横須医703 ク 横須賀市追浜町３－１４－９和幸常　勤:    1事長　平田　秀彦 組織変更 現存
     ビル２・３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4230190,704.7 山下ファミリークリニ〒238-0011 046-824-8989医療法人　朋友会　理山下　隆司 平19. 4. 1内   小   胃  診療所
     横須医704 ック 横須賀市米が浜通１－４－６小山常　勤:    1事長　山下　隆司 組織変更 循   アレ 現存
     ビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4231190,706.2 きくち消化器・内科ク〒238-0031 046-850-3285医療法人　きくち消化菊池　光伸 平19. 5. 1消   こう 内  診療所
     横須医706 リニック 横須賀市衣笠栄町２－６６－３ 常　勤:    1器・内科クリニック　 組織変更 外   リハ 皮  現存
     (医       1)理事長　菊池　光伸 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4232190,707.0 うざわクリニック 〒237-0064 046-813-6699医療法人　ホクレア　鵜澤　眞宏 平19. 5. 1内   消   診療所
     横須医707 横須賀市追浜町３－１４－９和幸常　勤:    1理事長　鵜澤　眞宏 組織変更 現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4233190,708.8 ウェルシティ若松クリ〒238-0046 046-822-7010医療法人　あずみ幸生若松　伸一 平19. 5. 1内   診療所
     横須医708 ニック 横須賀市西逸見町１－３８－１１常　勤:    1会　理事長　若松　伸 組織変更 現存
     ウェルシティ市民プラザ１階 (医       1)一 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4234190,709.6 しざわクリニック 〒238-0017 046-823-8551医療法人　しざわクリ志澤　良一 平19. 5. 1内   胃   こう診療所
     横須医709 横須賀市上町２－７－５横須賀上常　勤:    1ニック　理事長　志澤 組織変更 外   現存
     町クリニックビル３Ｆ (医       1)　良一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4235190,710.4 森塚クリニック 〒238-0042 046-823-0666医療法人社団　森誠会森塚　俊彦 平19. 5. 1内   外   診療所
     横須医710 横須賀市汐入町２－７－１　山下常　勤:    1　理事長　森塚　俊彦 組織変更 内視外　乳外 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4236190,711.2 鴨居ファミリークリニ〒239-0813 046-841-7277医療法人社団　サーク山岡　一昭 平19. 5. 1内   消   アレ診療所
     横須医711 ック 横須賀市鴨居１－１７－１６　神常　勤:    1ル　アモール・ファテ 組織変更 小   現存
     脇ビル (医       1)ィ　理事長　山岡　一 平25. 5. 1
     昭
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4237190,713.8 ながいクリニック 〒238-0316 046-827-7323小川　伸郎 小川　伸郎 平19. 7. 1内   外   リハ診療所
     横須医713 横須賀市長井３－３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4238190,714.6 さとう内科・呼吸器科〒238-0032 046-854-4870佐藤　雅訓 佐藤　雅訓 平19. 9. 1内   呼   アレ診療所
     横須医714 クリニック 横須賀市平作８－２０－１５　衣常　勤:    1 新規 現存
     笠・かつみクリニックビル２階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4239190,716.1 みやざき内科クリニッ〒238-0012 046-827-8161医療法人　弘和会　理宮﨑　弘 平19.11. 1内   診療所
     横須医716 ク 横須賀市安浦町３－１３　木光ク常　勤:    1事長　宮﨑　弘 組織変更 現存
     リニックビル１０２ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4240190,717.9 医療法人　きさらぎ六〒238-0024 046-838-4112医療法人　きさらぎ六今澤　隆 平22. 8. 1皮   形外 アレ診療所
     横須医717 日堂　いまざわ皮フ科横須賀市大矢部２－２－１８ 常　勤:    1日堂　理事長　今澤　 移動 現存
     (医       1)隆 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4241190,719.5 八木医院 〒239-0833 046-848-5140八木　剛一 八木　剛一 平19.12.31小   アレ 内  診療所
     横須医719 横須賀市ハイランド１－２２－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4242190,720.3 あさくらこどもクリニ〒239-0843 046-847-3828朝倉　昭雄 朝倉　昭雄 平20. 3. 1小   診療所
     横須医720 ック 横須賀市津久井４－２２－２　愛常　勤:    1 新規 現存
     加那クリニックビル２階 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4243190,721.1 横須賀市療育相談セン〒238-8530 046-822-8915横須賀市長 廣瀬　宏之 平20. 4. 1精   神   小  診療所
     (196,721.5) ター診療所 横須賀市小川町１６ 常　勤:    1 新規 耳い リハ 小歯現存
     横須医721 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       8)
     (歯       1)
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 4244190,722.9 さいとう整形クリニッ〒239-0804 046-802-5200医療法人　颯成会　理齋藤　昭夫 平20. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     横須医722 ク 横須賀市吉井２－３－３ 常　勤:    3事長　齋藤　昭夫 組織変更 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4245190,724.5 おじま整形外科クリニ〒238-0032 046-850-6615尾島　浩 尾島　浩 平20. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     横須医724 ック 横須賀市平作８－２０－１５　衣常　勤:    1 新規 現存
     笠かつみクリニックビル４階・５(医       1) 平26. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4246190,725.2 井坂クリニック 〒239-0831 046-836-0272井坂　健一 井坂　健一 平20. 7. 1精   神内 内  診療所
     横須医725 横須賀市久里浜５－１１－４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4247190,726.0 梅田整形外科 〒237-0062 046-867-6075医療法人社団　晃生会吉田　晃生 平20.11. 1整外 診療所
     横須医726 横須賀市浦郷町１－５５－１０ 常　勤:    1　理事長　吉田　晃生 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4248190,729.4 医療法人社団　暁の星〒238-0008 046-822-3817医療法人社団　暁の星江沢　暁彦 平20.11. 1耳い 診療所
     横須医729 　江沢医院 横須賀市大滝町２－４上村ビル３常　勤:    1　理事長　江沢　暁彦 組織変更 現存
     Ｆ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4249190,730.2 めぐみケアクリニック〒239-0831 046-837-3341大木　誠 大木　誠 平20.11. 1耳い 整外 他  診療所
     横須医730 横須賀市久里浜１－１１－７ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4250190,731.0 あきやま整形外科 〒239-0807 046-833-0558医療法人　徳昌会　理暁山　昌幸 平21. 1. 1整外 リハ 診療所
     横須医731 横須賀市根岸町１－９－９久里浜常　勤:    1事長　暁山　昌幸 組織変更 現存
     スカイマンション２Ｆ (医       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4251190,732.8 こうの耳鼻咽喉科 〒238-0035 046-853-8741河野　英浩 河野　英浩 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     横須医732 横須賀市池上５－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4252190,733.6 ひまわり耳鼻咽喉科 〒237-0064 046-867-4133大橋　正嗣 大橋　正嗣 平21. 6. 1耳い 診療所
     横須医733 横須賀市追浜町３－２ナスカクリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックビル２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4253190,734.4 今井ウイメンズクリニ〒238-0311 046-855-0714医療法人　今井ウイメ今井　一夫 平21. 5. 1婦   産   診療所
     横須医734 ック 横須賀市太田和１－１－８浅葉ク常　勤:    1ンズクリニック　理事 組織変更 現存
     リニックビル２Ｆ (医       1)長　今井　一夫 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4254190,735.1 うみかぜレディースク〒238-0012 046-828-6822医療法人　誠有会　理蛯原　照男 平21. 6. 1一般         1診療所
     横須医735 リニック 横須賀市安浦町３－１３木光クリ常　勤:    1事長　蛯原　照男 組織変更 産婦 内   ひ  現存
     ニックビル２０２ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4255190,738.5 ナーブケア在宅クリニ〒238-0012 046-828-3637医療法人社団　ナーブ落合　周太郎 平21.10. 1脳外 内   神内診療所
     横須医738 ック 横須賀市安浦町２－１９ 常　勤:    1・ケア・クリニック　 新規 現存
     (医       1)理事長　石渡　祐介 平21.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4256190,739.3 横須賀中央はやし眼科〒238-0007 046-820-4587林　則行 林　則行 平21.12. 1眼   診療所
     横須医739 横須賀市若松町２－３０横須賀モ常　勤:    1 新規 現存
     アーズシティ５Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4257190,741.9 ふかさわクリニック 〒239-0842 046-848-8858医療法人社団　ふかさ深澤　信悟 平21.12. 1内   外   小  診療所
     横須医741 横須賀市長沢１－３３－７ルビエ常　勤:    1わクリニック　理事長 交代 アレ 他   現存
     －ヌＢ　１Ｆ (医       1)　深澤　信悟 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4258190,742.7 新のび　皮フ科 〒239-0841 046-840-2525吉仲　眞 吉仲　眞 平22. 1. 1皮   形外 診療所
     横須医742 横須賀市野比１－２５－５荒井ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル　２Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4259190,744.3 今井内科　大腸肛門ク〒237-0068 046-869-3038今井　信介 今井　信介 平22. 3. 1内   外   他  診療所
     横須医744 リニック 横須賀市追浜本町１－２８－５サ常　勤:    1 新規 現存
     ンビーチ追浜４Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4260190,747.6 フロムワン付属診療所〒238-0022 046-876-8780社会福祉法人　知恵の佐藤　眞紀子 平22. 4. 1内   リウ 診療所
     横須医747 横須賀市公郷町３－６８－３ 常　勤:    1光会　理事長　小谷　 新規 現存
     (医       1)知男 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4261190,748.4 三輪医院 〒238-0056 046-822-7045千場　純 千場　純 平22. 5. 1内   リウ 小  診療所
     横須医748 横須賀市鶴が丘２－３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4262190,749.2 よこすか女性泌尿器科〒238-0012 046-823-8456医療法人　ウロ‐ギネ奥井　伸雄 平22. 5. 1ひ   婦   他  診療所
     横須医749 ・泌尿器科クリニック横須賀市安浦町３－１３木光クリ常　勤:    2・ネット　理事長　奥 交代 現存
     ニックビル３０２ (医       2)井　伸雄 平22. 5. 1
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 4263190,750.0 渕上内科クリニック 〒238-0311 046-855-0565医療法人　渕上内科ク渕上　正弘 平22. 5. 1内   診療所
     横須医750 横須賀市太田和１－１－８浅葉ク常　勤:    1リニック　理事長　渕 交代 現存
     リニックビル３Ｆ (医       1)上　正弘 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4264190,751.8 くりはまメンタルクリ〒239-0831 046-876-8157宮川　朋大 宮川　朋大 平22. 6. 1心内 精   診療所
     横須医751 ニック 横須賀市久里浜４－５－６浅葉ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4265190,752.6 すずらん皮膚科クリニ〒238-0032 046-850-6260松岡　晃弘 松岡　晃弘 平22. 7. 1皮   診療所
     横須医752 ック 横須賀市平作８－２０－８　３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4266190,753.4 白ゆり総合リハケアク〒239-0841 046-839-2535医療法人社団　白ゆり金田　建志 平22.12. 1リハ 内   整外診療所
     横須医753 リニック 横須賀市野比２－２－６ 常　勤:    1会　理事長　金田　建 交代 漢内　脳内 現存
     (医       1)志 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4267190,755.9 整形外科・リハビリテ〒238-0011 046-828-1313医療法人社団　ひすい山根　知哉 平23. 1. 1整外 リハ 診療所
     横須医755 ーション科　よこすか横須賀市米が浜通１－１８－１３常　勤:    1　理事長　山根　知哉 交代 現存
     米が浜クリニック 　クラシオン米が浜メディカルビ(医       1) 平23. 1. 1
     ル４Ｆ・５Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4268190,756.7 久里浜在宅クリニック〒239-0831 046-838-4562医療法人社団　愛幸会松浦　史郎 平23. 1. 1内   診療所
     横須医756 横須賀市久里浜５－９－１１ 常　勤:    2　理事長　松浦　史郎 交代 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4269190,757.5 横須賀マタニティクリ〒238-0025 046-853-8814医療法人　雅　理事長鈴木　猛 平23. 4. 1一般        12診療所
     横須医757 ニック 横須賀市衣笠町３－１ 常　勤:    1　鈴木　猛 交代 産婦 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4270190,758.3 衣笠中央眼科 〒238-0032 046-850-6188医療法人　三輝会　理陳　介任 平23. 5. 1眼   診療所
     横須医758 横須賀市平作８－２０－８　衣笠常　勤:    1事長　簡野　晃次 交代 現存
     ・かつみクリニックビルⅡ　２Ｆ(医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4271190,759.1 大澤医院 〒238-0042 046-822-0249医療法人　大澤医院　大澤　章俊 平23.11. 1内   小   麻  診療所
     横須医759 横須賀市汐入町２－２－１２　ベ常　勤:    1理事長　大澤　章俊 交代 現存
     イサイドビル２Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4272190,761.7 安田内科・皮ふ科 〒239-0802 046-874-7580安田　保 安田　保 平23.12. 1内   皮   診療所
     横須医761 横須賀市馬堀町３－２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4273190,763.3 ゆき呼吸器内科クリニ〒238-0008 046-828-4159医療法人喜樹会　理事蜂須賀　久喜 平24. 1. 1一般         5診療所
     横須医763 ック 横須賀市大滝町２－１５横須賀東常　勤:    1長　蜂須賀　久喜 交代 内   他   現存
     相ビル３Ｆ (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4274190,764.1 大滝町乳腺消化器クリ〒238-0008 046-828-5506前田　長生 前田　長生 平24. 4. 1内   外   他  診療所
     横須医764 ニック 横須賀市大滝町２－１２ヨコスカ常　勤:    1 新規 現存
     ・タワー７Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4275190,765.8 船山医院 〒238-0017 046-822-0262船山　道敏 船山　道敏 平24. 4. 1内   小   診療所
     横須医765 横須賀市上町２－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4276190,766.6 黒沢クリニック 〒239-0831 046-838-5963医療法人　黒沢クリニ黒澤　治樹 平24. 5. 1内   外   他  診療所
     横須医766 横須賀市久里浜４－１５－７　Ｋ常　勤:    1ック　理事長　黒澤　 交代 現存
     Ｈビル２Ｆ (医       1)治樹 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4277190,767.4 武山内科 〒238-0313 046-874-8317松山　明正 松山　明正 平24. 6. 1内   他   診療所
     横須医767 横須賀市武１－２０－１７ライフ常　勤:    1 新規 現存
     コート横須賀武山クリニックビル(医       1) 平24. 6. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4278190,768.2 水口整形外科 〒238-0011 046-827-2231医療法人社団　慶雄会神蔵　宏臣 平24. 5. 1整外 外   診療所
     横須医768 横須賀市米が浜通２－４ 常　勤:    1　理事長　神蔵　宏臣 交代 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4279190,770.8 まつもと内科クリニッ〒239-0831 046-838-5856医療法人　医福会　理松本　茂之 平24. 5. 1内   アレ 他  診療所
     横須医770 ク 横須賀市久里浜１－１－７　菊屋常　勤:    1事長　松本　茂之 交代 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4280190,771.6 後藤産婦人科医院 〒238-0017 0468-23-2030医療法人　雄誠会　理後藤　誠 平24. 6. 1一般        19診療所
     横須医771 横須賀市上町３－１２ 常　勤:    2事長　後藤　忠雄 交代 産婦 現存
     (医       2) 平24. 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   478 頁

 4281190,772.4 いしわた医院 〒238-0315 046-855-5711石渡　雅男 石渡　雅男 平24. 9. 1内   脳外 他  診療所
     横須医772 横須賀市林５－８－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4282190,773.2 秋谷潮かぜ診療所 〒240-0105 046-874-6695下川　京子 下川　京子 平24.10. 1内   診療所
     横須医773 横須賀市秋谷４４３０－２Ｆ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4283190,774.0 マールクリニック横須〒238-0011 046-828-5333水野　靖大 水野　靖大 平24.10. 1外   内   他  診療所
     横須医774 賀 横須賀市米が浜通１－８－７共立常　勤:    1 新規 現存
     米が浜ビル３～５Ｆ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4284190,775.7 青木耳鼻咽喉科医院 〒239-0831 046-835-0362医療法人　仁医会　理青木　大輔 平24.11. 1耳い 診療所
     横須医775 横須賀市久里浜５－１１－２０ 常　勤:    2事長　青木　大輔 交代 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4285190,776.5 三宅整形外科 〒239-0822 046-842-1301医療法人社団　三穂会三宅　淳一 平24.11. 1整外 リハ 皮  診療所
     横須医776 横須賀市浦賀５－４－３ 常　勤:    1　理事長　三宅　淳一 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4286190,779.9 さくら皮膚科 〒238-0011 046-874-6975長谷川　美紀 長谷川　美紀 平25. 4. 1皮   診療所
     横須医779 横須賀市米が浜通１－１８－１３常　勤:    1 新規 現存
     クラシオン米が浜３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4287190,780.7 くすの木クリニック 〒238-0011 046-884-8862原　誠 原　誠 平25. 4. 1内   小   心内診療所
     横須医780 横須賀市米が浜通１－１７ＹＭ　常　勤:    2 新規 他   現存
     ＢＬＤＧ．４Ｆ (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4288190,781.5 おおたわ整形外科 〒238-0311 046-855-5808川口　直之 川口　直之 平25. 4. 1整外 リハ 診療所
     横須医781 横須賀市太田和１－１－８ＡＹビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4289190,782.3 恵徳会在宅医療クリニ〒238-0045 046-823-5132社会福祉法人　恵徳会朴　正晃 平25. 5. 1内   診療所
     横須医782 ック 横須賀市東逸見町４－１６－７０常　勤:    1　理事長　中野　登喜 新規 現存
     (医       1)夫 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 4290190,783.1 中山内科クリニック 〒239-0804 046-834-0246医療法人社団中山内科中山　浩之 平25. 7. 1内   呼内 アレ診療所
     横須医783 横須賀市吉井３－１３－１吉井ク常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 循内 現存
     リニックビル３０１ (医       1)中山　浩之 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4291190,784.9 久里浜みなとクリニッ〒239-0831 046-834-2828吉澤　雄介 吉澤　雄介 平25.10. 1内   診療所
     横須医784 ク 横須賀市久里浜５－１２－２１ 常　勤:    1 新規 腎内 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4292191,000.9 サンライズファミリー〒238-0313 046-876-8811医療法人社団ユニメデ立野　慶 平25.12. 1内   整外 精  診療所
     (193,004.9) クリニック 横須賀市武１－２０－１７ライフ常　勤:    1ィコ　理事長　立野　 新規 歯   現存
     横須医1000 コート横須賀武山クリニックビル(医       1)慶 平25.12. 1
     ３Ｆ 非常勤:   10
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4293191,001.7 かつら整形外科クリニ〒238-0017 046-821-4154医療法人社団オプティ井上　桂 平26. 1. 1整外 外   リハ診療所
     横須医1001 ック 横須賀市上町２－７－５横須賀上常　勤:    1ー　理事長　井上　桂 交代 皮   現存
     町クリニックビル４Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4294191,002.5 医療法人社団Ｒｅｓｏ〒237-0079 046-860-0355医療法人社団Ｒｅｓｏ黒坂　ふみよ 平26. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     横須医1002 ｎａｒｅ　黒坂医院 横須賀市港が丘２－２１－４ 常　勤:    2ｎａｒｅ　理事長　黒 交代 現存
     (医       2)坂　ふみよ 平26. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4295191,003.3 小磯第２診療所 〒239-0813 046-846-2111医療法人社団小磯診療塩川　健夫 平26. 4. 1整外 耳い 眼  診療所
     横須医1003 横須賀市鴨居２－８０－３７ 常　勤:    1所　理事長　磯崎　哲 新規 現存
     (医       1)男 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4296191,004.1 ライフゆう 〒240-0107 046-856-6833社会福祉法人みなと舎林　なをみ 平26. 5. 1療養 病院
     横須医1004 横須賀市湘南国際村１－４－６ 常　勤:    2　理事長　飯野　雄彦 新規     療養    34療養病床
     (医       2) 平26. 5. 1小   内   リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4297191,005.8 コンフォート衣笠クリ〒238-0025 046-887-0432医療法人財団コンフォ西郊　学 平26. 4. 1内   診療所
     横須医1005 ニック 横須賀市衣笠町４４－４ヴィレッ常　勤:    1ート　理事長　西郊　 交代 現存
     ジ衣笠集中管理棟１Ｆ (医       1)学 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4298191,006.6 秋澤医院 〒237-0075 046-861-4138秋澤　暢達 秋澤　暢達 平26. 6. 1内   診療所
     横須医1006 横須賀市田浦町２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4299191,007.4 髙澤整形外科醫院 〒238-0052 046-850-3770医療法人ＮＯ　ＳＩＤ髙澤　俊治 平26. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     横須医1007 横須賀市佐野町４－５１－９関本常　勤:    1Ｅ　理事長　髙澤　俊 交代 現存
     クリニックビル１Ｆ・２Ｆ (医       1)治 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4300191,008.2 みやざわ皮膚科 〒239-0808 046-834-4112宮沢　めぐみ 宮沢　めぐみ 平26. 7. 1皮   診療所
     横須医1008 横須賀市大津町１－１６－６中央常　勤:    1 新規 現存
     商工ビル２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4301191,009.0 鈴木内科クリニック 〒239-0831 046-833-8823医療法人晴耀会　理事鈴木　基好 平26. 6. 1内   アレ 呼内診療所
     横須医1009 横須賀市久里浜１－３－１７鈴栄常　勤:    1長　鈴木　基好 交代 循内 現存
     メディカルビル２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4302191,010.8 つのだレディースクリ〒239-0831 046-874-7272医療法人社団つのだレ 田　新平 平26. 6. 1産婦 診療所
     横須医1010 ニック 横須賀市久里浜１－５－１鈴栄ビ常　勤:    1ディースクリニック　 交代 女内 現存
     ル４０２ (医       1)理事長　 田　新平 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4303191,011.6 中村整形外科 〒239-0831 046-836-0099中村　雄一郎 中村　雄一郎 平26. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     横須医1011 横須賀市久里浜１－１－８銀嶺ビ常　勤:    2 交代 現存
     ル２Ｆ (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4304191,012.4 横須賀ライフクリニッ〒238-0031 046-850-5558片山　仁 片山　仁 平26. 9. 1精   内   心内診療所
     横須医1012 ク 横須賀市衣笠栄町１－２７－２花常　勤:    1 新規 現存
     富ビル３Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4305191,013.2 とくまる耳鼻咽喉科 〒239-0807 046-874-5696徳丸　岳志 徳丸　岳志 平26.10. 1耳い 診療所
     横須医1013 横須賀市根岸町２－３１－１３ナ常　勤:    1 新規 現存
     ヴィール北久里浜１Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4306191,014.0 全人クリニック 〒238-0014 046-827-1940医療法人社団ユニメデ鈴木　陽子 平26.10. 1内   整外 精  診療所
     横須医1014 横須賀市三春町１－３　２Ｆ 常　勤:    1ィコ　理事長　立野　 交代 現存
     (医       1)慶 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4307191,015.7 田近おおやべクリニッ〒238-0024 046-837-7700田近　研一郎 田近　研一郎 平26.11. 1内   診療所
     横須医1015 ク 横須賀市大矢部２－２－１８ＣＡ常　勤:    1 新規 循内 現存
     ＳＡ横須賀　２Ｆ西側 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4308970,568.2 自衛隊横須賀病院 〒237-0071 046-823-0270防衛大臣 栁田　茂樹 平11. 1. 1一般       100病院
     (976,568.6) 横須賀市田浦港町１７６６－１ 常　勤:   42 新規 内   精   小  現存
     横須医568 (医      33) 平23. 1. 1外   整外 脳外
     (歯       9) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   15 眼   耳い リハ
     (医      13) 麻   歯   歯外
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4309990,007.7 独立行政法人国立病院〒239-0841 046-848-1550独立行政法人国立病院樋口　進 昭32. 7. 1一般        86病院
     (996,007.1) 機構　久里浜医療セン横須賀市野比５－３－１ 常　勤:   21機構　理事長　桐野　 精神       246現存
     横須医7 ター (医      20)髙明 平23. 7. 1内   心内 精  
     (歯       1) 神内 消   リハ
     非常勤:    6 放   歯   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4310200,001.6 国家公務員共済組合連〒254-0047 0463-32-1950国家公務員共済組合連丹羽　明博 昭32. 6.15一般       441地域支援
     平医1 合会　平塚共済病院 平塚市追分９－１１ 常　勤:   95合会　理事長　尾原　 内   呼内 神内病院
     (医      95)榮夫 平23. 6.15外   心外 脳外現存
     小   精   整外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   リハ 病理
     消内　循内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4311200,009.9 横浜ゴム健康保険組合〒254-0047 0463-35-9565横浜ゴム健康保険組合塩之入　太 昭32. 9. 1内   心内 診療所
     平医9 平塚診療所 平塚市追分２－４ 常　勤:    1　理事長　石塚　恒行 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4312200,036.2 近藤医院 〒254-0042 0463-21-0517近藤　暁 近藤　暁 昭32. 9.20内   小   診療所
     平医36 平塚市明石町２８－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4313200,062.8 社会福祉法人恩賜財団〒254-0046 0463-31-0520社会福祉法人恩賜財団武内　典夫 昭32. 9.20一般       114病院
     (206,062.2) 済生会　平塚病院 平塚市立野町３７－１ 常　勤:   13済生会支部神奈川県済 内   神内 外  現存
     平医62 (医      12)生会　支部長　正木　 平23. 9.20整外 形外 皮  
     (歯       1)義博 放   リハ 脳外
     非常勤:   32 歯外 ひ   リウ
     (医      29) 他   
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4314200,105.5 医療法人研水会　平塚〒254-0915 0463-32-0380医療法人研水会　理事大野　史郎 昭40. 8. 1精神       242病院
     平医105 病院 平塚市出縄４７６ 常　勤:   11長　田邉　享史 介護        56現存
     (医      11) 平22. 8. 1精   心内 
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4315200,106.3 社会福祉法人　湘南福〒254-0035 0463-21-1755社会福祉法人　湘南福猪股　誠司 平25. 3.19精   内   診療所
     平医106 祉センター診療所 平塚市宮の前４－１３ 常　勤:    1祉センター　理事長　 移動 現存
     (医       1)長本　貞光 平25. 3.19
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4316200,113.9 川口医院 〒254-0046 0463-31-0516川口　晴通 川口　晴通 平 3.10.15一般         3診療所
     平医113 平塚市立野町２４－８－１０５ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4317200,114.7 篠塚産婦人科医院 〒254-0045 0463-32-6350篠塚　昭夫 篠塚　昭夫 昭42. 4.15一般         8診療所
     平医114 平塚市見附町４－１２ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4318200,115.4 湯山医院 〒254-0018 0463-55-3802湯山　秀彦 湯山　秀彦 昭42. 4.15内   小   診療所
     平医115 平塚市東真土２－１０－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4319200,118.8 医療法人社団清風会　〒259-1205 0463-58-0186医療法人社団清風会富樋口　誠逸 昭42.12.15精神 病院
     平医118 富士見台病院 平塚市土屋１６４５ 常　勤:    7士見台病院　理事長　     一般   250現存
     (医       7)渡辺　庄造 平21.12.15精神
     非常勤:   12     療養    55
     (医      12) 精   神   内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4320200,139.4 伊藤耳鼻咽喉科医院 〒254-0822 0463-31-1133伊藤　玲 伊藤　玲 昭44.11.15耳い 診療所
     平医139 平塚市菫平６－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4321200,140.2 医療生協かながわ生活〒254-0807 0463-21-2764医療生協かながわ生活高橋　誠 平14. 7. 1内   小   整外診療所
     平医140 協同組合　平塚診療所平塚市代官町２０－２０ 常　勤:    1協同組合　理事長　池 移動 現存
     (医       1)田　俊夫 平26. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4322200,141.0 今井医院 〒254-0051 0463-31-1284今井　敏隆 今井　敏隆 昭45. 4. 1産婦 診療所
     平医141 平塚市豊原町２３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
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 4323200,142.8 満川眼科医院 〒254-0042 0463-21-0460満川　顕一 満川　顕一 昭45. 4.14眼   診療所
     平医142 平塚市明石町２３－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4324200,145.1 平塚市民病院 〒254-0065 0463-32-0015平塚市長 金井　歳雄 昭46. 1. 1一般       500地域支援
     平医145 平塚市南原１－１９－１ 常　勤:   97 その他       6病院
     (医      97) 平22. 1. 1内   外   神内現存
     非常勤:   20 心外 脳外 整外
     (医      20) 形外 精   小  
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     呼内　消内　循
     内　乳外　救急
     　消外　血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4325200,149.3 耳鼻咽喉科土田医院 〒254-0063 0463-31-0576土田　陽一 土田　陽一 昭47. 4.15耳い 診療所
     平医149 平塚市諏訪町２５－２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4326200,150.1 平塚ふじみ園診療所 〒254-0014 0463-55-1300社会福祉法人恩賜財団高屋　邦子 平 3. 1.15内   精   神  診療所
     平医150 平塚市四之宮６－１５－１ 常　勤:    1神奈川県同胞援護会　 消   循   現存
     (医       1)会長　加茂坂　幸昌 平24. 1.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4327200,155.0 松浦内科医院 〒254-0073 0463-21-1582松浦　健雄 松浦　健雄 平21. 4.15内   他   診療所
     平医155 平塚市西八幡２丁目３－５２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4328200,166.7 高崎泌尿器科皮膚科医〒254-0053 0463-31-7222高崎　信三郎 高崎　信三郎 昭63. 4. 1皮   ひ   診療所
     平医166 院 平塚市桜ケ丘３－４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4329200,175.8 岡村内科医院 〒259-1207 0463-58-3331岡村　雅生 岡村　雅生 昭51. 9. 1内   小   皮  診療所
     平医175 平塚市北金目５２８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4330200,181.6 高産婦人科医院 〒254-0075 0463-34-1103高　俊昭 高　俊昭 昭52. 8.15産婦 診療所
     平医181 平塚市中原３－１－５５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4331200,183.2 村上医院 〒254-0016 0463-23-5599村上　一登 村上　一登 昭52.11. 1一般         8診療所
     平医183 平塚市東八幡１－１５－４６ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平22.11. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4332200,185.7 医療法人社団水野会　〒254-0915 0463-32-8511医療法人社団　水野会松島　敬忠 昭53. 3. 1介護       113病院
     平医185 平塚十全病院 平塚市出縄５５０ 常　勤:    4　理事長　小田切　繁 療養       117現存
     (医       4)樹 平23. 3. 1内   リハ 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4333200,187.3 熊谷クリニック 〒254-0042 0463-23-1010熊谷　力二郎 熊谷　力二郎 昭53.10.15一般        18診療所
     平医187 平塚市明石町２－３０ 常　勤:    1 脳外 現存
     (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4334200,191.5 武川医院 〒259-1219 0463-59-1514武川　慶孝 武川　慶孝 平21.12. 7内   小   診療所
     平医191 平塚市広川８４８－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4335200,196.4 医療法人研水会　高根〒254-0912 0463-34-3701医療法人研水会　理事田邉　享史 昭56. 3. 1療養       176病院
     平医196 台病院 平塚市高根１９１ 常　勤:    5長　田邉　享史 介護        60療養病床
     (医       5) 平23. 3. 1内   リハ 現存
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4336200,197.2 山田整形外科医院 〒254-0077 0463-32-8803山田　幸宏 山田　幸宏 昭56. 7.15整外 リハ 放  診療所
     平医197 平塚市東中原１－１４－１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4337200,200.4 鈴木外科内科医院 〒254-0084 0463-31-1543鈴木　盛彦 鈴木　盛彦 昭57. 1. 1内   呼   胃  診療所
     平医200 平塚市南豊田２１ 常　勤:    1 小   外   放  現存
     (医       1) 平24. 1. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4338200,205.3 野村整形外科 〒254-0034 0463-21-7066野村　泰央 野村　泰央 昭57.12. 1内   整外 リハ診療所
     平医205 平塚市宝町１－１　神奈中宝町ビ常　勤:    1 皮   現存
     ル５Ｆ．６Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4339200,210.3 医療法人社団松和会　〒254-0807 0463-23-5606医療法人社団　松和会須賀　孝夫 昭60. 9. 1一般        19診療所
     (206,210.7) 望星平塚クリニック 平塚市代官町２３－１ 常　勤:    2　理事長　黒川　清 内   ひ   消  現存
     平医210 (医       1) 平24. 9. 1循   歯   
     (歯       1)
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   485 頁

 4340200,211.1 雲出小児科 〒254-0042 0463-21-0436伊東　幸子 伊東　幸子 昭58.11. 1小   診療所
     平医211 平塚市明石町２－３１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4341200,214.5 山本クリニック 〒254-0811 0463-23-8101山本　省吾 山本　省吾 昭60.11. 1内   循   診療所
     平医214 平塚市八重咲町２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4342200,215.2 西村整形外科 〒254-0075 0463-33-5151西村　猛 西村　猛 昭61. 3. 1整外 診療所
     平医215 平塚市中原３－１４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4343200,216.0 八重咲診療所 〒254-0812 0463-23-3552松島　孝雄 松島　孝雄 平21. 4. 1内   外   皮  診療所
     平医216 平塚市松風町１１－１１ 常　勤:    2 移動 精   心内 リハ現存
     (医       2) 平21. 4. 1他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4344200,221.0 石井耳鼻咽喉科医院 〒254-0043 0463-21-0637石井　雍良 石井　雍良 昭62. 7.13耳い 診療所
     平医221 平塚市紅谷町１４－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4345200,223.6 鈴木医院 〒254-0913 0463-35-2555鈴木　勲 鈴木　勲 平元. 6. 1内   胃   外  診療所
     平医223 平塚市万田２０３－１ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4346200,224.4 医療法人社団　北原医〒254-0052 0463-31-2918医療法人社団北原医院北原　実衛 平元. 8. 1内   小   他  診療所
     平医224 院 平塚市平塚５－２２－３３ 常　勤:    2　理事長　北原　実衛 現存
     (医       2) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4347200,226.9 ミミー平塚クリニック〒254-0034 0463-22-3354医療法人恵栄会　理事宮本　ゆう子 平元. 8. 1耳い アレ 診療所
     平医226 平塚市宝町５－２２　昭和ビル３常　勤:    1長　新川　敦 現存
     Ｆ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4348200,227.7 医療法人社団　湘南皮〒254-0043 0463-21-3031医療法人社団湘南皮膚栗原　誠一 平元.10.16皮   診療所
     平医227 膚科 平塚市紅谷町１４－２４ 常　勤:    1科　理事長　栗原　誠 現存
     (医       1)一 平22.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4349200,229.3 平塚西口診療所 〒254-0044 0463-23-7986根津　愼一 根津　愼一 平 2. 4. 1内   精   神  診療所
     平医229 平塚市錦町７－２１サンシティ湘常　勤:    1 心内 現存
     南ビル２０１号 (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4350200,230.1 旭眼科 〒254-0904 0463-35-6896金澤　正治 金澤　正治 平 2. 6.15眼   診療所
     平医230 平塚市根坂間２１８－７　湘公ビ常　勤:    1 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4351200,231.9 須藤眼科 〒254-0042 0463-21-3092須藤　伸 須藤　伸 平 2. 7. 1一般        10診療所
     平医231 平塚市明石町２２－８ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4352200,232.7 瀬戸医院 〒254-0812 0463-21-3425医療法人社団瀬戸医院瀬戸　雄一 平 2. 8. 1内   消   呼  診療所
     平医232 平塚市松風町２１－３２ 常　勤:    1　理事長　瀬戸　雄一 放   現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4353200,234.3 倉田クリニック 〒259-1201 0463-59-1313医療法人社団　倉田ク倉田　達明 平 3. 2. 1内   神内 整外診療所
     平医234 平塚市南金目１１３５－１ 常　勤:    2リニック　理事長　倉 外   他   現存
     (医       2)田　達明 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4354200,235.0 なでしこクリニック 〒254-0822 0463-35-0881荒井　潔 荒井　潔 平 3. 3. 1内   胃   外  診療所
     平医235 平塚市菫平８－７野崎ビル２０３常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4355200,237.6 城所整形外科クリニッ〒254-0005 0463-54-9905前廣　悟朗 前廣　悟朗 平 3. 8. 1内   整外 リハ診療所
     平医237 ク 平塚市城所字大門前６２３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4356200,238.4 間島医院 〒254-0814 0463-31-2774梅沢　幸子 梅沢　幸子 平 4. 1. 9内   小   診療所
     平医238 平塚市竜城ケ丘３－３７ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4357200,240.0 医療法人社団　小池眼〒254-0034 0463-21-0299医療法人社団小池眼科小池　健 平 4. 7. 1眼   診療所
     平医240 科医院 平塚市宝町１２－１５ 常　勤:    1医院　理事長　小池　 現存
     (医       1)健 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4358200,241.8 医療法人社団　梶原医〒254-0077 0463-33-0321医療法人社団梶原医院梶原　光令 平 4. 7. 1内   胃   診療所
     平医241 院 平塚市東中原１－１９－１８ 常　勤:    1　理事長　梶原　光令 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4359200,242.6 医療法人社団　中下医〒254-0052 0463-34-6523医療法人社団中下医院中下　浩壯 平 5. 2. 1耳い 診療所
     平医242 院 平塚市平塚４－１－３ 常　勤:    1　理事長　中下　浩壯 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4360200,245.9 山口内科 〒254-0811 0463-24-9777山口　博 山口　博 平 5. 2.15内   診療所
     平医245 平塚市八重咲町３－３２鈴木ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4361200,246.7 医療法人社団　北山整〒254-0903 0463-32-6020医療法人社団北山整形北山　禎昭 平 5. 5. 1内   外   整外診療所
     平医246 形外科外科医院 平塚市河内５１０－３ 常　勤:    1外科外科医院　理事長 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　北山　禎昭 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4362200,247.5 公益財団法人佐々木研〒254-0034 0463-21-3811公益財団法人佐々木研家城　和男 平18. 4. 1内   婦   放  診療所
     平医247 究所附属　湘南健診セ平塚市宝町１０－４ 常　勤:    1究所　理事長　黒川　 移動 現存
     ンター (医       1)雄二 平24. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4363200,248.3 こじま皮膚科クリニッ〒254-0811 0463-23-1241小島　雅彦 小島　雅彦 平 5. 7.15皮   診療所
     平医248 ク 平塚市八重咲町５－１　Ｎビル３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4364200,249.1 菊池小児科 〒254-0043 0463-24-3880菊池　英之 菊池　英之 平 5. 9. 1小   診療所
     平医249 平塚市紅谷町１７－２５メディカ常　勤:    1 新規 現存
     ルポート２Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4365200,252.5 佐々木整形外科歯科医〒254-0052 0463-32-7878医療法人社団　佐々木佐々木　光昭 平 5.10. 1外   整外 歯  診療所
     (206,252.9) 院 平塚市平塚４－１６－４ 常　勤:    2会　理事長　佐々木　 組織変更 現存
     平医252 (医       1)光昭 平23.10. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4366200,256.6 松下医院 〒254-0075 0463-31-2088松下　庸次 松下　庸次 平 6. 3. 1内   小   診療所
     平医256 平塚市中原２－６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4367200,257.4 小笠原医院 〒254-0045 0463-33-1313医療法人社団　小笠原小笠原　勲 平 6. 6. 1内   小   胃  診療所
     平医257 平塚市見附町８－８ 常　勤:    2医院　理事長　小笠原 組織変更 循   呼   放  現存
     (医       2)　勲 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4368200,258.2 医療法人社団　光耀会〒254-0046 0463-31-1156医療法人社団　光耀会山本　隆憲 平 6. 6. 1一般        13診療所
     平医258 　山本眼科医院 平塚市立野町３２－２２ 常　勤:    3　理事長　山本　隆憲 組織変更 眼   現存
     (医       3) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4369200,260.8 ひらつか生活習慣病・〒254-0034 0463-21-5776医療法人　平和会　理本間　康彦 平23. 6.13内   診療所
     平医260 透析クリニック 平塚市宝町１１－１４ 常　勤:    1事長　吉澤　守 移動 現存
     (医       1) 平23. 6.13
     非常勤:   10
     (医      10)
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 4370200,262.4 浅岡耳鼻咽喉科医院 〒254-0811 0463-24-3341浅岡　一之 浅岡　一之 平 6.11.15耳い 診療所
     平医262 平塚市八重咲町３－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4371200,265.7 月江医院 〒254-0806 0463-21-2132月江　英一 月江　英一 平24.10. 1内   小   診療所
     平医265 平塚市夕陽ケ丘３７－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4372200,267.3 山梨医院 〒254-0046 0463-31-1820医療法人社団　園生会山梨　煕一郎 平 7. 3. 1内   外   放  診療所
     平医267 平塚市立野町１０番２６号 常　勤:    1　理事長　山梨　煕一 組織変更 現存
     (医       1)郎 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4373200,268.1 なす医院 〒254-0061 0463-32-4838医療法人社団　優誠会那須　政司 平 7. 3. 1内   放   診療所
     平医268 平塚市御殿１－５－１０ 常　勤:    1　理事長　那須　政司 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4374200,269.9 医療法人社団　高橋内〒254-0824 0463-31-1405医療法人社団高橋内科髙橋　克忠 平 7. 6. 1内   小   整外診療所
     平医269 科小児科整形外科医院平塚市花水台３７－２４ 常　勤:    3小児科整形外科医院　 組織変更 現存
     (医       3)理事長　髙橋　克忠 平22. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4375200,270.7 小清水産婦人科クリニ〒254-0902 0463-35-0310医療法人社団小清水産小清水　勉 平 7. 6. 1一般        12診療所
     平医270 ック 平塚市徳延６８３－１ 常　勤:    1婦人科クリニック　理 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1)事長　小清水　勉 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4376200,271.5 菊池内科クリニック 〒254-0018 0463-54-7360菊池　良知 菊池　良知 平 7. 7. 1内   呼   消  診療所
     平医271 平塚市東真土４－１９－１ 常　勤:    1 新規 胃   小   リハ現存
     (医       1) 平22. 7. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4377200,272.3 医療法人社団　うえく〒254-0034 0463-21-7737医療法人社団うえくさ植草　忠 平 7. 9. 1小   アレ 診療所
     平医272 さ小児科 平塚市宝町３－１　ＭＮビル１Ｆ常　勤:    2小児科　理事長　植草 移動 現存
     (医       2)　忠 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4378200,274.9 医療法人　敬生会　横〒254-0002 0463-54-5545医療法人　敬生会　理谷口　志郎 平 7.10. 2一般        19診療所
     平医274 内中央医院 平塚市横内２７３０－１ 常　勤:    2事長　谷口　志郎 組織変更 内   外   整外現存
     (医       2) 平22.10. 2消   呼外 リハ
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4379200,281.4 田中ヒフ科クリニック〒254-0804 0463-22-3211田中　一匡 田中　一匡 平 8. 7. 1皮   診療所
     平医281 平塚市幸町３２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
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 4380200,282.2 串田クリニック 〒254-0042 0463-23-3212串田　良昌 串田　良昌 平 8.12. 1脳外 外   リハ診療所
     平医282 平塚市明石町２０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4381200,284.8 中村小児科医院 〒254-0044 0463-21-1622医療法人　中村小児科中村　千里 平 8.12. 1小   診療所
     平医284 平塚市錦町１３－１６ 常　勤:    1医院　理事長　中村　 組織変更 現存
     (医       1)千里 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4382200,285.5 高崎内科クリニック 〒254-0902 0463-30-1810高崎　光紀 高崎　光紀 平 9. 4. 1内   呼   アレ診療所
     平医285 平塚市徳延２２１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4383200,286.3 医療法人社団　川井内〒259-1217 0463-33-4103医療法人社団　川井内川井　保男 平 9. 4. 1内   循   診療所
     平医286 科医院 平塚市長持４２１－２ 常　勤:    1科医院　理事長　川井 組織変更 現存
     (医       1)　保男 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4384200,287.1 日向岡クリニック 〒254-0905 0463-50-1711医療法人　日向岡クリ清水　宏明 平 9. 6. 1内   小   診療所
     平医287 平塚市日向岡２－１６－１０ 常　勤:    1ニック　理事長　清水 組織変更 現存
     (医       1)　宏明 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4385200,288.9 医療法人社団　悠和会〒254-0807 0463-22-5088医療法人社団　悠和会今岡　修児 平18.11. 1精   神   心内診療所
     平医288 　今岡クリニック 平塚市代官町１－５ＹＫビル１Ｆ常　勤:    1　理事長　今岡　修児 移動 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4386200,289.7 医療法人永瀬医院 〒254-0043 0463-21-0911医療法人永瀬会　理事永瀨　晋一郎 平15.10. 1内   外   胃  診療所
     平医289 平塚市紅谷町９－１リーデンスタ常　勤:    1長　永瀨　晋一郎 移動 整外 現存
     ワー湘南平塚３０２号室 (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4387200,291.3 矢嶋医院 〒254-1145 0463-31-0791矢嶋　博巳 矢嶋　博巳 平10. 3. 1内   循   消  診療所
     平医291 平塚市見附町７－１３ 常　勤:    2 新規 呼   現存
     (医       2) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4388200,292.1 石丸こどもクリニック〒254-0902 0463-36-1701医療法人社団　石丸こ石丸　裕司 平10. 6. 1小   内   診療所
     平医292 平塚市徳延２２６－７ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　石丸　裕司 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4389200,293.9 おおくら皮フ科 〒254-0035 0463-24-6767大倉　光裕 大倉　光裕 平10. 6.15皮   診療所
     平医293 平塚市宮の前７－１５相ビル１階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4390200,294.7 たかはし皮膚科 〒254-0902 0463-36-8821医療法人社団　高橋会髙 　曻司 平10. 6.10皮   診療所
     平医294 平塚市徳延１０９－３ 常　勤:    1　理事長　髙 　曻司 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4391200,295.4 三浦胃腸科クリニック〒254-0902 0463-37-1177三浦　敏洋 三浦　敏洋 平10. 7.15胃   内   消  診療所
     平医295 平塚市徳延３３６－５ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4392200,296.2 医療法人社団　寿満会〒254-0811 0463-21-2364医療法人社団　寿満会牧野　英博 平10.11. 1産   婦   麻  診療所
     平医296 　牧野クリニック 平塚市八重咲町２５－５ 常　勤:    1牧野クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　牧野　英博 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4393200,297.0 岡野医院 〒254-0824 0463-31-2457松本　尚美 松本　尚美 平11. 1. 1内   小   放  診療所
     平医297 平塚市花水台５－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4394200,299.6 杉山医院 〒254-0811 0463-23-8888医療法人社団　杉山会杉山　博昭 平11. 6. 1胃   内   こう診療所
     平医299 平塚市八重咲町２５－８ 常　勤:    1　理事長　杉山　博昭 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4395200,300.2 二瓶内科・胃腸科医院〒254-0902 0463-31-3467二瓶　英人 二瓶　英人 平11. 6. 1内   胃   診療所
     平医300 平塚市徳延１７５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4396200,301.0 くらた病院 〒254-0018 0463-53-1955医療法人財団　倉田会飛田　美穂 平11. 8. 1療養        49病院
     平医301 平塚市東真土４－５－２６ 常　勤:    3　理事長　倉田　康久 移動 介護        30現存
     (医       3) 平23. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   11 他   
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4397200,304.4 松井整形外科医院 〒254-0045 0463-32-0148松井　静 松井　静 平12. 3. 1整外 診療所
     平医304 平塚市見附町１４－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4398200,306.9 井上クリニック 〒254-0032 0463-22-9319井上　博元 井上　博元 平16. 3.29内   外   循  診療所
     平医306 平塚市八千代町１２－１２ 常　勤:    1 移動 呼   現存
     (医       1) 平22. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4399200,307.7 ひしぬまクリニック 〒254-0811 0463-25-6555菱沼　秀雄 菱沼　秀雄 平12. 7.15ひ   診療所
     平医307 平塚市八重咲町２－４シーホース常　勤:    1 新規 現存
     湘南ビル３Ｆ (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4400200,310.1 かなさしクリニック 〒254-0034 0463-24-2356医療法人社団　優光会金指　功 平12. 7. 1眼   皮   アレ診療所
     平医310 平塚市宝町２－１ホーメスト平塚常　勤:    2　理事長　金指　功 組織変更 現存
     共同ビル７Ｆ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4401200,311.9 宮尾内科クリニック 〒259-1216 0463-37-3360宮尾　裕之 宮尾　裕之 平12.11. 1内   呼   診療所
     平医311 平塚市入野１４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4402200,312.7 堀江医院 〒254-0054 0463-31-2217堀江　忍 堀江　忍 平15. 9. 1内   診療所
     平医312 平塚市中里２１－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4403200,314.3 たけお眼科医院 〒254-0807 0463-20-2022武尾　宏伸 武尾　宏伸 平13. 4.15眼   診療所
     平医314 平塚市代官町４－１４コスティー常　勤:    1 新規 現存
     ナ平塚１Ｆ (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4404200,315.0 遠藤医院 〒254-0812 0463-21-0360下島　るみ 下島　るみ 平13. 8. 2小   内   診療所
     平医315 平塚市松風町１７－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 8. 2
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4405200,316.8 とうじょう小児科 〒254-0018 0463-51-5885東條　雅宏 東條　雅宏 平14. 1. 1小   アレ 内  診療所
     平医316 平塚市東真土４－７－２０ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4406200,318.4 医療法人社団　慶水会〒254-0812 0463-27-2322医療法人社団　慶水会前田　宣紘 平14. 9.11一般        16診療所
     平医318 　前田産婦人科 平塚市松風町１３－３７ 常　勤:    2　理事長　前田　宣紘 移動 産婦 現存
     (医       2) 平26. 9.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4407200,322.6 やまざきクリニック 〒254-0815 0463-31-0816山﨑　巌 山﨑　巌 平14.12.27整外 内   診療所
     平医322 平塚市桃浜町１１－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平20.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4408200,324.2 鈴木医院 〒259-1205 0463-58-1131鈴木　陽一 鈴木　陽一 平15. 1. 1内   小   耳い診療所
     平医324 平塚市土屋１２８２－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 4409200,325.9 宮の前クリニック 〒254-0035 0463-24-7060小池　純 小池　純 平15. 2. 1内   診療所
     平医325 平塚市宮の前６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4410200,326.7 髙山医院 〒254-0064 0463-31-2578髙山　秀明 髙山　秀明 平15. 4. 1一般         1診療所
     平医326 平塚市達上ケ丘４－７０ 常　勤:    2 交代 内   産婦 現存
     (医       2) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4411200,327.5 湘南平塚クリニック 〒254-0035 0463-25-6478比嘉　功 比嘉　功 平15. 4.15ひ   皮   内  診療所
     平医327 平塚市宮の前２－６平塚Ｉ・Ｈビ常　勤:    1 新規 現存
     ル (医       1) 平21. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4412200,328.3 わかもとクリニック 〒254-0075 0463-37-3120若本　寛起 若本　寛起 平15. 6. 1脳外 内   外  診療所
     平医328 平塚市中原１－１５－１４ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4413200,329.1 医療法人社団　久保田〒254-0911 0463-35-2611医療法人社団　久保田久保田　亘 平15. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     平医329 整形外科医院 平塚市山下４５８ 常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　久保田　亘 平21. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4414200,331.7 佐藤内科医院 〒254-0047 0463-31-0469医療法人社団　佐藤内佐藤　和義 平15. 6. 1内   循   診療所
     平医331 平塚市追分３－４ 常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 組織変更 現存
     (医       1)　和義 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4415200,332.5 まきの耳鼻咽喉科クリ〒254-0902 0463-33-8749医療法人　まきの耳鼻牧野　弘治 平15. 6. 1耳い 診療所
     平医332 ニック 平塚市徳延７４４－１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　牧野 組織変更 現存
     (医       1)　弘治 平21. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4416200,334.1 山下外科循環器クリニ〒254-0052 0463-34-1388山下　吉重 山下　吉重 平15. 9. 3一般         2診療所
     平医334 ック 平塚市平塚３－１２－２０ 常　勤:    1 交代 外   内   現存
     (医       1) 平21. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4417200,335.8 とりごしクリニック 〒254-0811 0463-75-9711鳥越　義房 鳥越　義房 平26. 3. 7一般         8診療所
     平医335 平塚市八重咲町１６－２７ 常　勤:    1 移動 肛外 現存
     (医       1) 平26. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4418200,336.6 湘南こころのクリニッ〒254-0034 0463-22-5480鈴木　康譯 鈴木　康譯 平16. 3. 1精   神   心内診療所
     平医336 ク 平塚市宝町５－２８城之内ビル２常　勤:    1 新規 内   現存
     Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4419200,337.4 渡辺医院 〒254-0019 0463-55-3062渡邉　一史 渡邉　一史 平16. 3.12内   小   胃  診療所
     平医337 平塚市西真土１－６－７１ 常　勤:    2 交代 眼   現存
     (医       2) 平22. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4420200,338.2 医療法人研水会　サテ〒254-0042 0463-23-0262医療法人研水会　理事木﨑　康夫 平16. 4. 1心内 精   診療所
     平医338 ライトクリニック明石平塚市明石町１４－３ 常　勤:    1長　田邉　享史 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4421200,341.6 医療法人久光会　いそ〒254-0903 0463-33-8911医療法人久光会　理事磯﨑　光久 平16. 6. 1内   小   皮  診療所
     平医341 ざき小児科医院 平塚市河内３４２－１０ 常　勤:    1長　磯﨑　光久 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4422200,342.4 熊谷医院 〒254-0019 0463-54-2803熊谷　美穗 熊谷　美穗 平16. 7. 1内   婦   診療所
     平医342 平塚市西真土１－６－２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4423200,345.7 たかだ内科クリニック〒254-0052 0463-37-4320高田　一太郎 高田　一太郎 平16.11.15内   診療所
     平医345 平塚市平塚２－１２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4424200,346.5 えいじんクリニック 〒254-0018 0463-53-3211医療法人財団倉田会　兵藤　透 平16.12. 1一般 診療所
     平医346 平塚市東真土４－５－２５ 常　勤:    1理事長　倉田　康久 新規     一般    19現存
     (医       1) 平22.12. 1内   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4425200,347.3 田村診療所 〒254-0013 0463-54-3772林　実 林　実 平17. 1. 1皮   内   小  診療所
     平医347 平塚市田村６－１２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4426200,348.1 湘南ウェルネスクリニ〒254-0064 0463-33-6665西村　知樹 西村　知樹 平17. 3.15内   呼   循  診療所
     平医348 ック 平塚市達上ケ丘１３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4427200,349.9 永楽医院 〒254-0051 0463-31-2458永楽　仁 永楽　仁 平17. 4. 1外   整外 内  診療所
     平医349 平塚市豊原町８－２１ 常　勤:    2 交代 消   現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4428200,350.7 藤多パークサイドクリ〒254-0074 0463-30-3117藤多　和信 藤多　和信 平17. 4.15小   アレ 内  診療所
     平医350 ニック小児科・アレル平塚市大原３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     ギー科 (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4429200,351.5 医療法人社団旺巳会　〒254-0084 0463-37-6220医療法人社団旺巳会　田中　克巳 平17. 6. 6内   ひ   診療所
     平医351 湘英クリニック 平塚市南豊田３１４－１ 常　勤:    1理事長　田中　克巳 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4430200,353.1 はまの内科・脳神経ク〒254-0061 0463-32-0600浜野　均 浜野　均 平17. 8. 1内   神内 診療所
     平医353 リニック 平塚市御殿３－３－３７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4431200,354.9 ふれあい平塚ホスピタ〒254-0813 0463-22-4105医療法人社団　健齢会菅井　桂雄 平17. 7.11一般        90病院
     平医354 ル 平塚市袖ケ浜１－１２ 常　勤:    4　理事長　大屋敷　芙 組織変更 療養        35現存
     (医       4)志枝 平23. 7.11内   外   心内
     非常勤:   16 整外 リハ 脳外
     (医      16) ひ   婦   放  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4432200,355.6 みやいり内科呼吸器科〒254-0811 0463-22-5781宮入　朗 宮入　朗 平17.10. 1内   呼   アレ診療所
     平医355 クリニック 平塚市八重咲町２５－２丸山ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4433200,356.4 四之宮湘南耳鼻咽喉科〒254-0014 0463-23-8751川﨑　篤 川﨑　篤 平17.10.15耳い アレ 診療所
     平医356 ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｃ平塚市四之宮２－２１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     ＬＩＮＩＣ (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4434200,357.2 さえぐさ皮膚科クリニ〒254-0043 0463-21-4512医療法人　南武クリニ三枝　由紀子 平17.10. 1皮   診療所
     平医357 ック 平塚市紅谷町１７－２５メディカ常　勤:    1ック　理事長　三枝　 組織変更 現存
     ルポート３Ｆ (医       1)由紀子 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4435200,359.8 湘南四之宮クリニック〒254-0014 0463-51-1102医療法人社団　　湘南吉山　栄 平17.11. 1内   外   リハ診療所
     平医359 平塚市四之宮５－２０－４ 常　勤:    1四之宮クリニック　理 組織変更 アレ 現存
     (医       1)事長　吉山　栄 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4436200,361.4 平園クリニック 〒259-1212 0463-50-1105医療法人　平園クリニ平園　賢一 平17.11.15内   婦   診療所
     平医361 平塚市岡崎４４１５－１ 常　勤:    1ック　理事長　平園　 組織変更 現存
     (医       1)賢一 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4437200,364.8 まちむら内科クリニッ〒254-0811 0463-23-9002町村　英郎 町村　英郎 平18. 6.15内   呼   診療所
     平医364 ク 平塚市八重咲町２－５ＮＹビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平24. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4438200,365.5 くまもとクリニック 〒254-0043 0463-21-1233熊本　 一 熊本　 一 平18. 7. 1内   胃   外  診療所
     平医365 平塚市紅谷町１７－１興栄ビル３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4439200,366.3 ありさわクリニック 〒254-0033 0463-21-5805有澤　正義 有澤　正義 平22. 4.28産婦 内   診療所
     平医366 平塚市老松町２－２８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 4.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4440200,367.1 松田内科医院 〒254-0914 0463-33-5320松田　誠治 松田　誠治 平18.10. 1内   診療所
     平医367 平塚市高村２０３－１５－１０２常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4441200,369.7 鹿見堂内科医院 〒254-0014 0463-51-5705佐藤　陽一郎 佐藤　陽一郎 平19. 5. 1内   循   アレ診療所
     平医369 平塚市四之宮７－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4442200,370.5 内田クリニック 〒254-0902 0463-36-3799医療法人　湘鵬会　理内田　久則 平19. 5. 1内   消   外  診療所
     平医370 平塚市徳延３０６－３８ 常　勤:    2事長　内田　久則 組織変更 整外 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4443200,371.3 シーサイドクリニック〒254-0807 0463-23-8868山﨑　勝規 山﨑　勝規 平19. 7. 1精   心内 診療所
     平医371 湘南 平塚市代官町１１－３０　代官町常　勤:    1 新規 現存
     グリーンビル２階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4444200,372.1 城崎小児科 〒254-0033 0463-24-9000城崎　慶治 城崎　慶治 平19. 9.15小   アレ 診療所
     平医372 平塚市老松町５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4445200,373.9 クリニック斎藤 〒254-0902 0463-37-5525齋藤　聖磨 齋藤　聖磨 平19.11. 1内   小   他  診療所
     平医373 平塚市徳延５７２－１－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4446200,375.4 平塚市休日・夜間急患〒254-0082 0463-55-2145一般社団法人　平塚市武川　慶孝 平20. 4. 1内   小   外  診療所
     平医375 診療所 平塚市東豊田４４８－３ 常　勤:    1医師会　会長　武川　 新規 耳い 眼   現存
     (医       1)慶孝 平26. 4. 1
     非常勤:   90
     (医      90)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4447200,376.2 ゆうクリニック 〒254-0035 0463-20-5625上田　竹人 上田　竹人 平20. 4.15精   心内 診療所
     平医376 平塚市宮の前５－２４　門倉第２常　勤:    1 新規 現存
     ビル１０１ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4448200,378.8 水島整形外科クリニッ〒259-1206 0463-50-3184水島　茂樹 水島　茂樹 平20. 7. 1整外 リハ 診療所
     平医378 ク 平塚市真田１－２０－９Ａ＆Ａビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4449200,381.2 倉田会　メディカルサ〒254-0014 0463-27-1001医療法人財団　倉田会宗像　覚 平20. 9.15内   婦   診療所
     平医381 ポートクリニック 平塚市四之宮２－７－８ 常　勤:    1　理事長　倉田　康久 新規 現存
     (医       1) 平26. 9.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4450200,385.3 湘南真田クリニック 〒259-1206 0463-50-3400医療法人　救友会　理山本　五十年 平21. 1. 1内   小   他  診療所
     平医385 平塚市真田２－６－２７ 常　勤:    4事長　山本　五十年 新規 現存
     (医       4) 平21. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4451200,386.1 坪井医院 〒254-0035 0463-21-0226坪井　秀夫 坪井　秀夫 平21. 4. 1内   他   診療所
     平医386 平塚市宮の前５－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4452200,387.9 おしげ皮フ科クリニッ〒259-1216 0463-37-1855医療法人　モアナ会　村松　重典 平21. 4. 1皮   診療所
     平医387 ク 平塚市入野１４７－４ 常　勤:    1理事長　村松　重典 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4453200,388.7 ミサヲクリニック 〒254-0812 0463-22-5742酒井　美幸 酒井　美幸 平21. 7. 1精   心内 診療所
     平医388 平塚市松風町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4454200,389.5 あおぞら湘南クリニッ〒254-0042 0463-72-7851服部　誠 服部　誠 平21. 9. 1内   外   整外診療所
     平医389 ク 平塚市明石町５－２４吉川ビル 常　勤:    1 新規 麻   心内 精  現存
     (医       1) 平21. 9. 1
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 4455200,390.3 医療法人　康養会　内〒259-1212 0463-50-3015医療法人　康養会　理久保田　毅 平21. 8. 1内   診療所
     平医390 科　久保田医院 平塚市岡崎３５３１ 常　勤:    1事長　久保田　毅 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4456200,391.1 平塚西口眼科 〒254-0811 0463-22-4976医療法人　今麓会　理石原　兵治 平21.10. 2眼   診療所
     平医391 平塚市八重咲町６－２１石黒ビル常　勤:    1事長　石原　兵治 組織変更 現存
     ３Ｆ (医       1) 平21.10. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4457200,392.9 湘南いなほクリニック〒254-0014 0463-20-5250医療法人　湘南メディ内門　大丈 平21.12. 1内   精   診療所
     平医392 平塚市四之宮１－３－５７ 常　勤:    4カル　理事長　内門　 交代 現存
     (医       4)大丈 平21.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4458200,393.7 あらい内科クリニック〒254-0043 0463-22-7711荒井　正夫 荒井　正夫 平22. 4. 1内   アレ 他  診療所
     平医393 平塚市紅谷町１－１αビル　６Ｆ常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4459200,396.0 武川整形外科 〒254-0906 0463-50-3551医療法人社団　武川健武川　慶郎 平22. 5. 1整外 リハ 診療所
     平医396 平塚市公所８８７－１ 常　勤:    1友会　理事長　武川　 交代 現存
     (医       1)慶郎 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4460200,397.8 やまうち内科クリニッ〒254-0061 0463-32-1311医療法人社団　萌芽会山内　文夫 平22. 8. 1内   診療所
     平医397 ク 平塚市御殿１－３１－１１ 常　勤:    1　理事長　山内　文夫 交代 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4461200,399.4 萩原医院 〒254-0014 0463-55-1497萩原　隆 萩原　隆 平23. 2. 1眼   内   小  診療所
     平医399 平塚市四之宮５－１－４４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4462200,400.0 みずきクリニック 〒254-0075 0463-73-8124森屋　秀樹 森屋　秀樹 平23. 4. 1内   外   他  診療所
     平医400 平塚市中原２－１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4463200,401.8 湘南整形外科 〒254-0824 0463-37-4181医療法人社団　湘南信石橋　昌則 平23. 4. 5整外 リハ 診療所
     平医401 平塚市花水台３１－１５ 常　勤:    1和会　理事長　石橋　 交代 現存
     (医       1)昌則 平23. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4464200,402.6 ひまわりレディース＆〒254-0014 0463-23-1103尾形　慶 尾形　慶 平23. 5. 1一般        15診療所
     平医402 マタニティクリニック平塚市四之宮２－１１－３０ 常　勤:    2 新規 産婦 現存
     (医       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4465200,403.4 医療法人社団　白百合〒254-0018 0463-55-8065医療法人社団　白百合石田　研 平23. 7. 1内   診療所
     平医403 会　平塚白百合クリニ平塚市東真土２－５－１０ 常　勤:    2会　理事長　大塚　正 新規 休止
     ック (医       2)史 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4466200,404.2 ごてん整形外科 〒254-0061 0463-37-4976医療法人社団　仁生会井上　博之 平23. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     平医404 平塚市御殿１－３１－１３ 常　勤:    1　理事長　井上　博之 交代 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4467200,406.7 平塚北クリニック 〒254-0013 0463-72-8500医療法人社団　湘南中山本　力 平24. 4. 1内   ひ   整外診療所
     平医406 平塚市田村６－１５－２９　１Ｆ常　勤:    1央会　理事長　山下　 新規 皮   現存
     (医       1)功 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4468200,407.5 かものはし皮フ科 〒254-0811 0463-79-8485木花　光 木花　光 平25. 5. 1皮   診療所
     平医407 平塚市八重咲町１３－１－１０１常　勤:    1 新規 現存
     サクセス湘南八重咲ビル１Ｆ１０(医       1) 平25. 5. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4469200,408.3 医療法人社団　七福会〒254-0042 0463-79-6515医療法人社団　七福会齋藤　靖史 平25. 6. 1内   外   リハ診療所
     平医408 　ホリィマームクリニ平塚市明石町１０－３浜田平塚ビ常　勤:    2　理事長　森　尚哉 新規 神内 現存
     ック平塚 ル７Ｆ (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4470200,409.1 伊藤医院 〒259-1212 0463-59-6678伊藤　博 伊藤　博 平25. 5. 1内   診療所
     平医409 平塚市岡崎５９２９－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4471200,410.9 湘南かもめクリニック〒254-0032 0463-74-5258岡本　祐一 岡本　祐一 平25. 6. 1外   内   診療所
     平医410 平塚市八千代町１－２１コム湘南常　勤:    2 新規 現存
     １Ｆ (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4472200,412.5 かとう腎・泌尿器科ク〒254-0065 0463-30-0415加藤　忍 加藤　忍 平25. 7. 1ひ   麻   内  診療所
     平医412 リニック 平塚市南原２－１－２ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4473200,413.3 こうの耳鼻咽喉科クリ〒254-0061 0463-30-3341医療法人　ソレイユ　河野　正 平25. 6. 1耳い アレ 診療所
     平医413 ニック 平塚市御殿１－３１－１２ 常　勤:    1理事長　河野　正 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4474200,414.1 平塚駅前眼科 〒254-0034 0463-23-4382二見　康子 二見　康子 平25. 9. 1眼   診療所
     平医414 平塚市宝町１－１平塚ラスカ４Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4475201,000.7 山口整形外科 〒254-0811 0463-20-5805山口　健 山口　健 平25.11. 1整外 リハ 診療所
     平医1000 平塚市八重咲町１９－２３ココス常　勤:    1 新規 現存
     八重咲１Ｆ　Ｃ－１０１ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4476201,001.5 昭和クリニック 〒254-0075 0463-30-6330医療法人　虹のかけは上野　善則 平25.12. 1内   診療所
     平医1001 平塚市中原１－２０－１１　２Ｆ常　勤:    1し　理事長　上野　善 新規 現存
     (医       1)則 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4477201,002.3 もりた眼科クリニック〒259-1216 0463-30-4113森田　大 森田　大 平26. 4. 1眼   診療所
     平医1002 平塚市入野１４７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4478201,003.1 ほんだ整形外科クリニ〒254-0035 0463-25-1154本田　淳 本田　淳 平26. 4. 1整外 リハ 診療所
     平医1003 ック 平塚市宮の前７－２ＭＫビル２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     ・３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4479201,004.9 小西こどもクリニック〒254-0075 0463-73-7520医療法人　ゆりかご　小西　好文 平26. 5. 1小   アレ 診療所
     平医1004 平塚市中原２－２１－２０　１Ｆ常　勤:    1理事長　小西　好文 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4480207,110.8 平産婦人科医院 〒254-0042 0463-21-3815平　健一 平　健一 昭41. 6.15一般         8診療所
     平医110 平塚市明石町２０－１４ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4481210,024.6 医療法人養生院　清川〒248-0006 0467-24-1200医療法人養生院　理事清川　まどか 昭32. 9.20一般        89病院
     鎌医24 病院 鎌倉市小町２－１３－７ 常　勤:   12長　清川　まどか 療養       109療養病床
     (医      12) 平23. 9.20内   呼   胃  現存
     非常勤:   18 循   整外 脳外
     (医      18) 眼   リハ 放  
     婦   
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 4482210,060.0 医療法人社団　南浜会〒248-0033 0467-31-7651医療法人社団　南浜会鈴木　信吾 昭32. 9.20療養        34病院
     鎌医60 　鈴木病院 鎌倉市腰越１－１－１ 常　勤:    3　理事長　鈴木　道夫 一般        54療養病床
     (医       3) 平23. 9.20介護        37現存
     非常勤:   20 内   呼   胃  
     (医      20) 循   小   外  
     整外 皮   ひ  
     リハ アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4483210,084.0 医療法人財団額田記念〒248-0007 0467-25-1231医療法人財団額田記念森下　健 昭32. 9.20療養        32病院
     鎌医84 会　額田記念病院 鎌倉市大町４－６－６ 常　勤:    4会額田記念病院　理事 介護        26療養病床
     (医       4)長　功刀　融 平23. 9.20内   外   整外現存
     非常勤:   10 皮   リハ 放  
     (医      10) 形外 心内 脳外
     リウ ひ   精  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4484210,085.7 鎌倉リハビリテーショ〒248-0033 0467-32-4125社会福祉法人聖テレジ足立　徹也 昭32. 9.20療養       128病院
     鎌医85 ン聖テレジア病院 鎌倉市腰越１－２－１ 常　勤:    6ア会　理事長　澤　宏 内   神内 リハ療養病床
     (医       5)紀 平23. 9.20放   整外 現存
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4485210,086.5 大船中央病院 〒247-0056 0467-45-2111社会医療法人財団　互北濱　昭夫 昭32.10.20一般       292病院
     鎌医86 鎌倉市大船６－２－２４ 常　勤:   53恵会　理事長　北濱　 内   呼内 外  現存
     (医      53)昭夫 平23.10.20整外 脳外 ひ  
     非常勤:   53 眼   耳い 救命
     (医      53) 皮   婦   病理
     麻   リハ 他  
     消内　循内　血
     液腫内　腎内　
     糖内　内泌内　
     内視外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4486210,090.7 一般財団法人鎌倉病院〒248-0016 0467-22-5500一般財団法人鎌倉病院泉　清高 昭32.10.20一般        30病院
     鎌医90 鎌倉市長谷３－１－８ 常　勤:    5　理事長　岡本　禎三 療養        55療養病床
     (医       5) 平23.10.20内   整外 リハ現存
     非常勤:    7 皮   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4487210,091.5 一般財団法人春雷会　〒248-0033 0467-32-4024一般財団法人春雷会　中村　力 昭32.10.20療養        51病院
     鎌医91 恵風園胃腸病院 鎌倉市腰越１－４－５ 常　勤:    2理事長　中村　力 内   呼   消  現存
     (医       2) 平23.10.20外   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4488210,097.2 医療法人　大樹会　ふ〒248-0012 0467-23-1111医療法人　大樹会（社峰野　元明 昭33. 7. 1一般       112病院
     (216,097.6) れあい鎌倉ホスピタル鎌倉市御成町９－５ 常　勤:    6団）　理事長　大屋敷 内   外   整外現存
     鎌医97 (医       5)　芙志枝 平24. 7. 1放   婦   リハ
     (歯       1) 歯   歯外 他  
     非常勤:   13
     (医      11)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4489210,112.9 鳥山医院 〒248-0006 0467-22-7772鳥山　フサ 鳥山　フサ 昭34.12. 1眼   耳い 診療所
     鎌医112 鎌倉市小町３－５－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4490210,152.5 医療生協かながわ生活〒248-0036 0467-31-7284医療生協かながわ生活宮下　明 平12. 4. 1内   小   消  診療所
     鎌医152 協同組合　深沢中央診鎌倉市手広１－９－３１ 常　勤:    1協同組合　理事長　池 その他 現存
     療所 (医       1)田　俊夫 平24. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4491210,162.4 もくぼ医院 〒248-0035 0467-32-6306杢保　文彦 杢保　文彦 昭42. 7. 1内   呼   胃  診療所
     鎌医162 鎌倉市西鎌倉１－４－１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4492210,183.0 小さき花の園 〒248-0033 0467-31-6703社会福祉法人聖テレジ高橋　協 昭45. 6. 1一般        72病院
     鎌医183 鎌倉市腰越１－２－１ 常　勤:    2ア会　理事長　澤　宏 内   小   整外現存
     (医       2)紀 平24. 6. 1眼   耳い リハ
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4493210,187.1 左近充医院 〒247-0053 0467-45-2450左近允　裕啓 左近允　裕啓 昭46. 1.21内   小   胃  診療所
     鎌医187 鎌倉市今泉台４－２０－１９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4494210,200.2 菅原外科医院 〒248-0036 0467-31-4025菅原　謙二 菅原　謙二 昭48. 3.15胃   外   皮  診療所
     鎌医200 鎌倉市手広２－４－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   502 頁

 4495210,207.7 柏木外科胃腸内科 〒248-0033 0467-31-2486柏木　孝夫 柏木　孝夫 平26. 1. 7外   内   整外診療所
     鎌医207 鎌倉市腰越１１７１ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平26. 1. 7胃内（内視）　
     非常勤:    1 大腸肛外
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4496210,210.1 鎌倉市医師会休日夜間〒248-0013 0467-22-1245公益社団法人　鎌倉市長洲　堯雄 昭49. 9.15内   小   診療所
     鎌医210 急患診療所 鎌倉市材木座３－５－３５ 常　勤:    1医師会　会長　長洲　 現存
     (医       1)堯雄 平22. 9.15
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4497210,215.0 吉野眼科 〒248-0035 0467-31-4543吉野　知恵子 吉野　知恵子 昭54. 2. 6眼   診療所
     鎌医215 鎌倉市西鎌倉３－３－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4498210,233.3 安田内科医院 〒248-0005 0467-22-8122安田　雍年 安田　雍年 平元. 6. 7内   胃   循  診療所
     鎌医233 鎌倉市雪ノ下１の１６の２５ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平22. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4499210,238.2 森岡医院 〒247-0051 0467-45-2425森岡　博 森岡　博 昭54.10. 1胃   外   こう診療所
     鎌医238 鎌倉市岩瀬１４９７ 常　勤:    1 神   脳外 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4500210,242.4 吉田整形外科医院 〒248-0027 0467-31-9127吉田　元久 吉田　元久 昭55. 2. 1一般         7診療所
     鎌医242 鎌倉市笛田１－４－３ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4501210,243.2 医療法人社団　善仁会〒247-0056 0467-45-7490医療法人社団　善仁会國枝　武彦 平 8.12. 1他   診療所
     鎌医243 　湘南クリニック 鎌倉市大船２－６－１４ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4502210,249.9 持丸皮膚科医院 〒248-0014 0467-23-1915持丸　ちづ子 持丸　ちづ子 平11. 6.14皮   診療所
     鎌医249 鎌倉市由比ガ浜２－１６－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4503210,254.9 鎌倉内科診療所 〒248-0006 0467-22-1728正山　堯 正山　堯 昭57. 3.15内   診療所
     鎌医254 鎌倉市小町１－１１－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 3.15
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 4504210,260.6 中村内科 〒247-0072 0467-45-5780中村　治 中村　治 昭59. 4.15内   循   小  診療所
     鎌医260 鎌倉市岡本１２４１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4505210,262.2 山下・ごとう小児科内〒248-0024 0467-22-1726後藤　正道 後藤　正道 昭60. 2. 1内   小   診療所
     鎌医262 科 鎌倉市稲村が崎２－８－１０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4506210,265.5 近江医院 〒248-0015 0467-22-0082近江　恵子 近江　恵子 平24. 4. 5小   内   診療所
     鎌医265 鎌倉市笹目町３－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4507210,268.9 七里が浜眼科 〒248-0025 0467-32-0875松本　葉子 松本　葉子 昭61. 7. 1眼   診療所
     鎌医268 鎌倉市七里が浜東４－２１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4508210,272.1 遠藤クリニック 〒247-0062 0467-23-2355遠藤　時江 遠藤　時江 昭61.11. 1内   小   診療所
     鎌医272 鎌倉市山ノ内５１２－１ 現存
     平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4509210,274.7 大船こどもクリニック〒247-0056 0467-45-6393葉山　正陽 葉山　正陽 昭62. 9.15小   診療所
     鎌医274 鎌倉市大船２－３－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4510210,275.4 医療法人　湘和会　湘〒248-0027 0467-32-3456医療法人　湘和会　理井上　俊夫 昭63. 2. 1一般       100病院
     鎌医275 南記念病院 鎌倉市笛田２－２－６０ 常　勤:   23事長　酒井　義治 療養        63療養病床
     (医      22) 平24. 2. 1内   外   整外現存
     (薬       1) 形外 婦   ひ  
     非常勤:   37 皮   神内 リハ
     (医      37) 麻   放   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4511210,276.2 笹川内科クリニック 〒248-0006 0467-24-0220笹川　豊 笹川　豊 平 9. 5. 1内   消   循  診療所
     鎌医276 鎌倉市小町２－１４－１０鎌倉メ常　勤:    1 移動 小   現存
     ディカルサプライビル２，３Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4512210,279.6 松村内科医院 〒248-0006 0467-24-3541松村　潤 松村　潤 昭63. 9.15内   診療所
     鎌医279 鎌倉市小町２－７－１１ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4513210,283.8 医療法人　湘南谷野会〒248-0035 0467-32-6009医療法人　湘南谷野会谷野　富彦 昭64. 1. 1内   小   皮  診療所
     鎌医283 　西鎌倉谷野眼科 鎌倉市西鎌倉１－２－２０ 常　勤:    1　理事長　谷野　富彦 眼   形外 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
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 4514210,284.6 田中医院 〒248-0022 0467-32-1315田中　迪夫 田中　迪夫 平元. 4.15内   呼   消  診療所
     鎌医284 鎌倉市常盤６４８－４ 常　勤:    1 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平22. 4.15ひ   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4515210,285.3 小袋谷クリニック 〒247-0055 0467-46-6822佐貫　恵吉 佐貫　恵吉 平元. 4.15内   他   診療所
     鎌医285 鎌倉市小袋谷２－１７－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4516210,287.9 医療法人　大船クリニ〒247-0071 0467-44-5505医療法人　大船クリニ森　靖博 平元. 7. 1内   精   神  診療所
     鎌医287 ック 鎌倉市玉縄１－１１－１１ 常　勤:    1ック　理事長　森　靖 小   放   現存
     (医       1)博 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4517210,289.5 医療法人社団　神尾耳〒247-0056 0467-46-5218医療法人社団　神尾耳神尾　尚彦 平元. 8. 1耳い 診療所
     鎌医289 鼻咽喉科医院 鎌倉市大船１－７－５大船末広ビ常　勤:    2鼻咽喉科医院　理事長 現存
     ル２階 (医       2)　神尾　尚彦 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4518210,291.1 医療法人社団　花岡内〒247-0056 0467-43-2800医療法人社団花岡内科花岡　正人 平 2.11. 1内   循   消  診療所
     鎌医291 科クリニック 鎌倉市大船４－２１－２５ 常　勤:    2クリニック　理事長　 現存
     (医       2)花岡　弘 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4519210,293.7 後藤眼科医院 〒248-0012 0467-22-0307医療法人社団後藤眼科後藤　英樹 平 4. 1.20眼   診療所
     鎌医293 鎌倉市御成町４－４０ 常　勤:    1医院　理事長　後藤　 現存
     (医       1)英樹 平22. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4520210,296.0 鎌倉西口クリニック 〒248-0012 0467-22-5657村田　郁夫 村田　郁夫 平 2. 7.15内   胃   こう診療所
     鎌医296 鎌倉市御成町１１－１長塚ビル４常　勤:    1 現存
     階 (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4521210,299.4 医療法人社団　沼田医〒248-0013 0467-22-2143医療法人社団沼田医院細谷　明美 平 2.11. 1内   小   診療所
     鎌医299 院 鎌倉市材木座３－１４－１７ 常　勤:    1　理事長　細谷　明美 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4522210,304.2 医療法人社団　倉岡胃〒247-0072 0467-43-1748医療法人社団倉岡胃腸倉岡　隆 平 3. 8. 1内   胃   放  診療所
     鎌医304 腸科内科 鎌倉市岡本２－６－３９ 常　勤:    2科内科　理事長　倉岡 現存
     (医       2)　隆 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4523210,312.5 ひいらぎ耳鼻咽喉科ク〒247-0055 0467-45-9187柊　光一 柊　光一 平 5.11. 1耳い 診療所
     鎌医312 リニック 鎌倉市小袋谷１－９－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4524210,315.8 腰越中央医院 〒248-0033 0467-32-5511黒川　民男 黒川　民男 平 6. 2. 1一般 診療所
     鎌医315 鎌倉市腰越４－８－２９ 常　勤:    2 組織変更     一般    12現存
     (医       2) 平24. 2. 1内   皮   産婦
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4525210,317.4 湘南神経科・内科 〒248-0033 0467-33-0605明樂　進 明樂　進 平 6. 6. 1内   精   神  診療所
     鎌医317 鎌倉市腰越４－６－７ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4526210,318.2 医療法人社団　田川医〒247-0063 0467-44-1657医療法人社団　田川医田川　不知夫 平 6. 7. 1内   精   小  診療所
     鎌医318 院 鎌倉市梶原２－３４－５ 常　勤:    1院　理事長　田川　不 組織変更 現存
     (医       1)知夫 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4527210,320.8 医療法人社団　長洲ク〒247-0056 0467-45-3335医療法人社団　長洲ク長洲　堯雄 平 6.12. 1胃   内   外  診療所
     鎌医320 リニック 鎌倉市大船１－２３－３１浜田ビ常　勤:    1リニック　理事長　長 組織変更 放   リハ 現存
     ル３Ｆ (医       1)洲　堯雄 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4528210,321.6 雪ノ下診療所 〒248-0006 0467-22-1778医療法人社団　爽風会野村　満 平 7. 1. 1精   心内 診療所
     鎌医321 鎌倉市小町１－６－５ 常　勤:    1　理事長　野村　満 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4529210,322.4 原皮膚科医院 〒248-0007 0467-22-3858医療法人　原皮膚科医原　尚道 平 7. 4. 1皮   診療所
     鎌医322 鎌倉市大町１－１８－１５ 常　勤:    1院　理事長　原　尚道 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4530210,323.2 小林クリニック 〒247-0056 0467-47-8640小林　一成 小林　一成 平 7. 5.15神   神内 精  診療所
     鎌医323 鎌倉市大船３－１－３　セイショ常　勤:    1 新規 現存
     ウナン７階 (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4531210,324.0 かまくらクリニック 〒247-0063 0467-45-4161医療法人かまくら消化志村　純一 平 7. 6. 1胃   内   診療所
     鎌医324 鎌倉市梶原５－１－１ 常　勤:    1器病クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　志村　純一 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4532210,325.7 湘南脳神経外科クリニ〒247-0056 0467-46-6161川上　博一 川上　博一 平 7.11. 1脳外 整外 外  診療所
     鎌医325 ック 鎌倉市大船３－１－３セイショウ 新規 リハ アレ リウ現存
     ナンビル２Ｆ 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4533210,327.3 医療法人社団　湘美会〒247-0055 0467-45-8180医療法人社団　湘美会髙井　勝美 平 7.11. 1内   消   呼  診療所
     鎌医327 　湘南髙井内科 鎌倉市小袋谷１－９－１８髙井ビ常　勤:    2　理事長　髙井　勝美 組織変更 循   リハ 放  現存
     ル２Ｆ (医       2) 平22.11. 1眼   神内 
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 4534210,331.5 医療法人社団　明祐会〒247-0063 0467-46-6181医療法人社団明祐会　阿部　祐介 平 8. 7. 1脳外 外   リハ診療所
     鎌医331 　阿部脳神経外科 鎌倉市梶原２－２５－２ 常　勤:    2理事長　阿部　祐介 組織変更 放   現存
     (医       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4535210,332.3 中江心臓血圧医院 〒247-0051 0467-44-7808中江　純夫 中江　純夫 平 8.10. 1内   循   呼  診療所
     鎌医332 鎌倉市岩瀬１－１５－２０湘南中常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4536210,333.1 医療法人　かまくら泌〒248-0006 0467-23-5122医療法人　かまくら泌速水　久嗣 平 8.12. 1ひ   診療所
     鎌医333 尿器科 鎌倉市小町２－２－３ 常　勤:    1尿器科　理事長　速水 組織変更 現存
     (医       1)　久嗣 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4537210,335.6 高井内科クリニック 〒247-0056 0467-43-5556医療法人社団　高井内髙井　昌彦 平 9.10. 1内   消   循  診療所
     鎌医335 鎌倉市大船１－２６－２７日生大常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 呼   現存
     船ビル１階 (医       1)　髙井　昌彦 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4538210,337.2 西鎌倉こどもクリニッ〒248-0033 0467-39-1134下田　康介 下田　康介 平 9. 1. 1小   アレ 診療所
     鎌医337 ク 鎌倉市腰越１１７９石黒ビル２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4539210,338.0 道躰クリニック 〒248-0006 0467-25-5151医療法人社団　祥濤会道躰　幸二朗 平 9. 1. 1内   外   診療所
     鎌医338 鎌倉市小町１－２－１６早見プラ常　勤:    1　理事長　道躰　祥一 組織変更 現存
     ザ３階 (医       1)郎 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4540210,339.8 吉岡内科医院 〒248-0011 0467-25-5536吉岡　顯一 吉岡　顯一 平12. 5. 1内   循   心内診療所
     鎌医339 鎌倉市扇ガ谷１－９－４ 常　勤:    1 移動 精   現存
     (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4541210,340.6 大河内メンタルクリニ〒247-0056 0467-47-1235大河内　恒 大河内　恒 平20. 6.30心内 精   診療所
     鎌医340 ック 鎌倉市大船２－１８－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 6.30
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4542210,341.4 田辺整形外科 〒247-0056 0467-44-5290医療法人　田辺整形外田辺　巖 平 9. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     鎌医341 鎌倉市大船２－１８－２０ 常　勤:    1科　理事長　田辺　巖 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4543210,342.2 道躰クリニック梶原 〒247-0063 0467-48-3000医療法人社団　祥濤会道躰　祥一郎 平 9. 4.15一般        13診療所
     鎌医342 鎌倉市梶原２－３４－１ 常　勤:    1　理事長　道躰　祥一 新規 療養         6療養病床
     (医       1)郎 平24. 4.15内   外   胃  現存
     呼   こう リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4544210,343.0 若林整形外科 〒247-0056 0467-45-6610若林　伸之 若林　伸之 平 9.12. 1整外 リハ リウ診療所
     鎌医343 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル１階 (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4545210,348.9 じんの内科クリニック〒248-0014 0467-60-4866陣野　和彦 陣野　和彦 平10. 3. 1内   循   消  診療所
     鎌医348 鎌倉市由比ガ浜３－１１－３９福常　勤:    1 新規 呼   現存
     地ビル１Ｆ (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4546210,349.7 じんの眼科クリニック〒248-0014 0467-60-4867陣野　秋子 陣野　秋子 平10. 3. 1眼   診療所
     鎌医349 鎌倉市由比ガ浜３－１１－３９福常　勤:    1 新規 現存
     地ビル２階 (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4547210,353.9 医療法人昌晋会　鎌倉〒248-0005 0467-22-0111医療法人昌晋会　理事伊藤　昌平 平16. 1. 7内   循   診療所
     鎌医353 雪ノ下クリニック 鎌倉市雪ノ下４－１－８ 常　勤:    1長　伊藤　昌平 移動 現存
     (医       1) 平22. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4548210,357.0 コスモス皮フ科 〒247-0056 0467-43-2468犬井　三紀代 犬井　三紀代 平10.12. 1皮   診療所
     鎌医357 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル３０１ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4549210,358.8 医療法人社団　湘南友〒247-0061 0467-43-5220医療法人社団　湘南友佐藤　隆 平10.12. 1内   呼   循  診療所
     鎌医358 和会　さとうクリニッ鎌倉市台５－８－２９いけだビル常　勤:    1和会　理事長　佐藤　 組織変更 胃   整外 リハ現存
     ク ２０３ (医       1)隆 平22.12. 1リウ 精   神  
     非常勤:    1 心内 小   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4550210,360.4 富士見診療所 〒247-0061 0467-44-0001濵名　哲郎 濵名　哲郎 平11. 2. 1内   診療所
     鎌医360 鎌倉市台３－９－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4551210,362.0 藤本小児科医院 〒248-0014 0467-22-0381医療法人英裕会　理事藤本　英一 平17. 1. 5小   診療所
     鎌医362 鎌倉市由比ガ浜３－１１－１６ 常　勤:    1長　藤本　英一 移動 現存
     (医       1) 平23. 1. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4552210,364.6 山口内科 〒247-0056 0467-47-1312医療法人　湘陽会　理山口　泰 平11. 7. 1内   循   消  診療所
     鎌医364 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ常　勤:    1事長　山口　泰 組織変更 呼   現存
     ィカルビル　２０１ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4553210,365.3 西井クリニック 〒248-0014 0467-23-3880医療法人社団　豊樹会西井　豊明 平21.11. 1内   婦   診療所
     鎌医365 鎌倉市由比ガ浜２－１６－２ 常　勤:    1　理事長　西井　豊明 移動 現存
     (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4554210,369.5 西鎌倉ファミリークリ〒248-0035 0467-39-3880木村　耕三 木村　耕三 平12. 5. 1内   呼   循  診療所
     鎌医369 ニック 鎌倉市西鎌倉１－１９－９福田ビ常　勤:    1 新規 胃   外   皮  現存
     ル２Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4555210,370.3 橋本クリニック 〒248-0014 0467-22-7226医療法人社団　平平會橋本　隆平 平12. 7.10内   循   胃  診療所
     鎌医370 鎌倉市由比ガ浜２－２－４０ 常　勤:    1　理事長　橋本　隆平 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24. 7.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4556210,371.1 芋川耳鼻咽喉科クリニ〒248-0006 0467-24-7273芋川　英紀 芋川　英紀 平12. 8.10耳い 気食 アレ診療所
     鎌医371 ック 鎌倉市小町２－１０－１壱番館ビ常　勤:    1 交代 形外 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平24. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4557210,373.7 髙橋眼科 〒247-0056 0467-46-7882医療法人社団　明生会髙橋　明宏 平12.12. 1眼   診療所
     鎌医373 鎌倉市大船３－２－１１大船メデ常　勤:    1　理事長　髙橋　明宏 組織変更 現存
     ィカルビル２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4558210,374.5 瀧内科クリニック 〒247-0063 0467-44-1024瀧　時貴 瀧　時貴 平13. 1. 1内   診療所
     鎌医374 鎌倉市梶原１－５－１２ピュア湘常　勤:    1 新規 現存
     南２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4559210,376.0 クリニック森 〒247-0056 0467-40-2500森　まゆみ 森　まゆみ 平13. 6. 1内   循   診療所
     鎌医376 鎌倉市大船２－１８－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4560210,378.6 池田腎・泌尿器クリニ〒247-0056 0467-48-2211池田　彰良 池田　彰良 平13. 7. 1ひ   診療所
     鎌医378 ック 鎌倉市大船１－１０－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4561210,382.8 柳川クリニック 〒248-0035 0467-33-0857医療法人社団健生会　柳川　健 平16. 8. 1内   心内 精  診療所
     鎌医382 鎌倉市西鎌倉１－１８－３ 常　勤:    2理事長　柳川　健 移動 他   現存
     (医       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4562210,384.4 章平クリニック 〒248-0025 0467-31-5554湯浅　章平 湯浅　章平 平14. 2. 1循   呼   消  診療所
     鎌医384 鎌倉市七里ヶ浜東３－４－２０ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4563210,389.3 土橋医院 〒247-0073 0467-46-8258医療法人　土橋医院　 橋　康之 平14. 6. 1内   胃   外  診療所
     鎌医389 鎌倉市植木５９０－９植木ビル１常　勤:    1理事長　 橋　康之 組織変更 リハ こう 現存
     Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4564210,392.7 立山医院 〒247-0055 0467-46-0639立山　礼子 立山　礼子 平26. 8. 1内   診療所
     鎌医392 鎌倉市小袋谷１－７－２７星ビル常　勤:    1 移動 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4565210,393.5 足立医院 〒248-0007 0467-22-2125川井　未加子 川井　未加子 平16. 9.26内   小   診療所
     鎌医393 鎌倉市大町２－２－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4566210,400.8 川島整形外科 〒248-0034 0467-39-1223川島　健 川島　健 平15. 9. 1整外 麻   リハ診療所
     鎌医400 鎌倉市津西１－１７－４４ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平21. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4567210,402.4 安保小児科医院 〒247-0072 0467-48-6206安保　和俊 安保　和俊 平15.10.15小   診療所
     鎌医402 鎌倉市岡本２－５－１１－１０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4568210,403.2 岩田整形クリニック 〒247-0056 0467-41-1630医療法人社団　岩田整岩田　修 平15.11. 1整外 診療所
     鎌医403 鎌倉市大船１－１１－１９中原ビ常　勤:    1形クリニック　理事長 組織変更 現存
     ル５Ｆ (医       1)　岩田　修 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4569210,405.7 医療法人社団　澤田整〒248-0006 0467-23-1450医療法人社団　澤田整澤田　米造 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     鎌医405 形外科ペインクリニッ鎌倉市小町１－５－２１鎌倉Ｍｏ常　勤:    1形外科ペインクリニッ 組織変更 現存
     ク ｒｉビル２Ｆ (医       1)ク　理事長　澤田　米 平22. 1. 1
     造
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 4570210,408.1 大船田園眼科 〒247-0056 0467-45-0485佐野　雄太 佐野　雄太 平16. 2.10一般 診療所
     鎌医408 鎌倉市大船２－１８－３６ 常　勤:    4 交代     一般     1現存
     (医       4) 平22. 2.10眼   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4571210,410.7 しおのいり内科 〒247-0056 0467-42-7640塩之入　洋 塩之入　洋 平16. 4. 1内   循   診療所
     鎌医410 鎌倉市大船３－１－３セイショウ常　勤:    1 新規 現存
     ナン４Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4572210,411.5 鎌倉小町通り診療所 〒248-0006 0467-23-2366医療法人社団星光会　増田　千代彦 平16. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     鎌医411 鎌倉市小町１－６－５第２小町ビ常　勤:    1理事長　増田　千代彦 組織変更 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4573210,412.3 高橋耳鼻咽喉科クリニ〒248-0005 0467-24-8780医療法人高橋耳鼻咽喉高橋　博文 平21. 9.28耳い アレ 診療所
     鎌医412 ック 鎌倉市雪ノ下１－１０－２６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　高橋　博文 平21. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4574210,416.4 金丸ペインクリニック〒247-0056 0467-42-8555金丸　聡人 金丸　聡人 平16.11. 1麻   内   診療所
     鎌医416 （麻酔科・内科） 鎌倉市大船１－２７－２８ＳＴＫ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２０２ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4575210,417.2 鎌倉内科クリニック 〒247-0062 0467-45-5939西島　康介 西島　康介 平16.12. 1内   循   呼  診療所
     鎌医417 鎌倉市山ノ内７３６ 常　勤:    1 新規 消   アレ 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4576210,418.0 ハートクリニック 〒247-0056 0467-46-8610医療法人社団ハートク浅井　逸郎 平16.12. 1心内 神   精  診療所
     鎌医418 鎌倉市大船１－２２－９湘南大船常　勤:    2リニック　理事長　浅 組織変更 現存
     ビル４Ｆ (医       2)井　逸郎 平22.12. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4577210,419.8 岩武耳鼻咽喉科医院 〒247-0061 0467-46-2977岩武　博也 岩武　博也 平17. 1. 1耳い 気食 診療所
     鎌医419 鎌倉市台５－２－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4578210,420.6 医療法人とよた医院 〒248-0005 0467-61-2963医療法人とよた医院　豊田　悟 平17. 1. 4内   外   小  診療所
     鎌医420 鎌倉市雪ノ下１－９－２１トウセ常　勤:    1理事長　豊田　悟 組織変更 胃   こう 現存
     ン鎌倉ビル２Ｆ (医       1) 平23. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4579210,423.0 たまいこころクリニッ〒248-0011 0467-25-5564玉井　洋一 玉井　洋一 平17. 4.15精   神   心内診療所
     鎌医423 ク 鎌倉市扇ガ谷１－８－１山口ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階Ｂ室 (医       1) 平23. 4.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4580210,424.8 にしかま耳鼻咽喉科診〒248-0035 0467-38-1633長谷川　武 長谷川　武 平17. 5. 1耳い 診療所
     鎌医424 療所 鎌倉市西鎌倉１－２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4581210,426.3 医療法人社団奏愛会　〒247-0056 0467-48-6678医療法人社団奏愛会　井出　広幸 平17. 5. 1内   心内 精  診療所
     鎌医426 信愛クリニック 鎌倉市大船２－２６－１０ 常　勤:    4理事長　井出　広幸 組織変更 皮   他   現存
     (医       4) 平23. 5. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4582210,427.1 おちあい内科循環器科〒248-0032 0467-31-6532落合　久夫 落合　久夫 平17. 5.15内   循   診療所
     鎌医427 鎌倉市津８８７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4583210,428.9 いくた小児クリニック〒247-0056 0467-47-4787医療法人　孝啓会　理生田　孝一郎 平17. 6. 1小   アレ 診療所
     鎌医428 鎌倉市大船１－２７－２８ＳＴＫ常　勤:    3事長　生田　孝一郎 組織変更 現存
     ビル１０２号 (医       3) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4584210,429.7 医療法人財団コンフォ〒247-0061 0467-43-5767医療法人財団コンフォ出井　ふみ 平17. 6. 1内   精   診療所
     鎌医429 ート　コンフォート北鎌倉市台１５９５ 常　勤:    2ート　理事長　西郊　 組織変更 現存
     鎌倉台クリニック (医       2)学 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4585210,430.5 小林内科医院 〒248-0006 0467-22-1888小林　浩 小林　浩 平17. 8. 1内   循   アレ診療所
     鎌医430 鎌倉市小町２－９－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4586210,431.3 七里が浜診療所 〒248-0025 0467-38-1290北野　愼一郎 北野　愼一郎 平17.10.15内   小   診療所
     鎌医431 鎌倉市七里ガ浜東３－１１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4587210,432.1 赤尾耳鼻咽喉科医院 〒248-0012 0467-25-3387赤尾　一郎 赤尾　一郎 平17.11. 1耳い 診療所
     鎌医432 鎌倉市御成町５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4588210,436.2 鎌倉整形外科 〒248-0007 0467-22-3505医療法人社団　恵雅会山德　雅美 平17.12. 1整外 診療所
     鎌医436 鎌倉市大町１－５－１０ 常　勤:    1　理事長　山德　雅美 組織変更 休止
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4589210,441.2 医療法人社団　プラタ〒248-0011 0467-61-3305医療法人社団　プラタ髙橋　究 平18. 4. 1小   内   診療所
     鎌医441 ナス　鎌倉アーバンク鎌倉市扇ガ谷１－１－２９大崎ビ常　勤:    2ナス　理事長　野間口 新規 現存
     リニック ル２Ｆ (医       2)　聡 平24. 4. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4590210,447.9 池田整形外科 〒248-0014 0467-25-6116医療法人社団　誠心会池田　誠 平18.11. 1整外 リハ 麻  診療所
     鎌医447 鎌倉市由比ガ浜３－１－１０ 常　勤:    1　理事長　池田　誠 組織変更 内   皮   現存
     (医       1) 平24.11. 1ペイン外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4591210,448.7 材木座診療所 〒248-0013 0467-61-2275河　郁京 河　郁京 平19. 3.15内   外   他  診療所
     鎌医448 鎌倉市材木座３－１６－９　スガ常　勤:    1 新規 現存
     ワラビル２０００　１階 (医       1) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4592210,449.5 横井レディースクリニ〒247-0056 0467-41-0015横井　夏子 横井　夏子 平19. 4. 1産婦 診療所
     鎌医449 ック 鎌倉市大船１－１４－２３　田口常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4593210,450.3 まり眼科 〒247-0063 0467-48-0031重藤　真理子 重藤　真理子 平19. 4.15眼   診療所
     鎌医450 鎌倉市梶原１－５－１２　ピュア常　勤:    1 新規 現存
     湘南３Ｆ (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4594210,451.1 北鎌倉眼科 〒247-0062 0467-22-8852西尾　佳晃 西尾　佳晃 平19. 4. 1眼   診療所
     鎌医451 鎌倉市山ノ内１３３７－５第Ⅰ鹿常　勤:    1 組織変更 現存
     島産業ビル１階Ａ号室 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4595210,453.7 深沢皮膚科 〒247-0063 0467-45-6241三浦　祐理子 三浦　祐理子 平23. 4.23皮   診療所
     鎌医453 鎌倉市梶原１－５－１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 4.23
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 4596210,455.2 ハートクリニックデイ〒247-0056 0467-48-2702医療法人社団　ハート松本　浩毅 平19. 6. 1心内 神   精  診療所
     鎌医455 ケア 鎌倉市大船１－２３－２６ニュー常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     大船ビル３階 (医       1)浅井　逸郎 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4597210,459.4 鎌倉市医師会立産科診〒248-0006 0467-61-0311公益社団法人　鎌倉市髙山　照雄 平21. 2. 1一般         8診療所
     鎌医459 療所　ティアラかまく鎌倉市小町１－９－１０ 常　勤:    1医師会　会長　長洲　 新規 産   現存
     ら (医       1)堯雄 平21. 2. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4598210,460.2 メンタルホスピタル　〒248-0031 0467-32-2550医療法人　森と海　理岡田　昇 平21. 1. 1精神        90病院
     鎌医460 かまくら山 鎌倉市鎌倉山１－２３－１ 常　勤:    5事長　黒田　俊 組織変更 精   現存
     (医       4) 平21. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4599210,462.8 若杉内科クリニック 〒247-0056 0467-47-6755若杉　春枝 若杉　春枝 平21. 4. 1内   リウ 他  診療所
     鎌医462 鎌倉市大船６－１－１松竹ショッ常　勤:    1 新規 現存
     ピングセンターＢ棟２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4600210,463.6 井口内科医院 〒248-0012 0467-22-4681井口　和幸 井口　和幸 平21. 3.11内   他   診療所
     鎌医463 鎌倉市御成町６－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 3.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4601210,464.4 若宮大路鎌倉メンタル〒248-0005 050-37343855渡邊　克雄 渡邊　克雄 平21. 4. 1精   心内 診療所
     鎌医464 クリニック 鎌倉市雪ノ下１－９－２１トウセ常　勤:    1 交代 現存
     ン鎌倉ビル３Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4602210,465.1 鎌倉皮膚科クリニック〒248-0012 0467-25-4112医療法人社団　栄晴会西山　茂夫 平21. 6. 1皮   形外 他  診療所
     鎌医465 鎌倉市御成町１２－１２片岡ビル常　勤:    2　理事長　浅井　寿子 組織変更 現存
     ３Ｆ (医       2) 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4603210,466.9 医療法人　沖縄徳洲会〒247-8533 0467-46-1717医療法人　沖縄徳洲会塩野　正喜 平22. 9. 1一般 病院
     鎌医466 　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本１３７０－１ 常　勤:  216　理事長　鈴木　隆夫 移動     一般   574現存
     (医     216) 平22. 9. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
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 4604210,467.7 医療法人　沖縄徳洲会〒247-0061 0467-47-2377医療法人　沖縄徳洲会平川　和男 平22. 2. 1一般 診療所
     鎌医467 　湘南鎌倉人工関節セ鎌倉市台５－４－１７ 常　勤:   10　理事長　鈴木　隆夫 交代     一般    19現存
     ンター (医      10) 平22. 2. 1整外 内   麻  
     非常勤:    6 リハ リウ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4605210,468.5 みやけこども医院 〒247-0063 0467-45-8068三宅　泉 三宅　泉 平22. 4. 1小   診療所
     鎌医468 鎌倉市梶原１－５－１２ピュア湘常　勤:    1 新規 現存
     南３０１ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4606210,470.1 医療法人社団　守巧会〒247-0056 0467-50-0112医療法人社団　守巧会矢内原　敦 平22. 6. 1産婦 診療所
     鎌医470 　矢内原ウィメンズク鎌倉市大船１－２６－２９大船サ常　勤:    2　理事長　矢内原　敦 交代 現存
     リニック ンビル４Ｆ (医       2) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4607210,471.9 医療法人光陽会　鎌倉〒248-0013 0467-24-7171医療法人光陽会　理事楠本　保 平22. 6. 1一般        49病院
     鎌医471 ヒロ病院 鎌倉市材木座１－７－２２ 常　勤:    7長　篠﨑　仁史 交代 療養        30現存
     (医       7) 平22. 6. 1内   外   整外
     非常勤:    8 婦   脳外 リハ
     (医       8) 麻   皮   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4608210,472.7 医療法人　沖縄徳洲会〒247-0066 0467-43-1717医療法人　沖縄徳洲会床枝　康伸 平22.10. 1内   外   小  診療所
     鎌医472 　湘南かまくらクリニ鎌倉市山崎１２０２－１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　隆夫 新規 整外 皮   現存
     ック (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4609210,473.5 由比ガ浜内科クリニッ〒248-0014 0467-23-1780日野　研一郎 日野　研一郎 平22.10. 1内   他   診療所
     鎌医473 ク 鎌倉市由比ガ浜３－１－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4610210,474.3 ドクターゴン鎌倉診療〒248-0027 0467-32-5230医療法人　鳥伝白川会今井　一登 平26. 9. 1内   診療所
     鎌医474 所 鎌倉市笛田４－２５－２アスクレ常　勤:    4　理事長　泰川　恵吾 移動 現存
     ピオン鎌倉Ｂ１，Ｂ２ (医       4) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4611210,475.0 鎌倉山崎台クリニック〒247-0061 0467-43-2228山德　雅美 山德　雅美 平23. 3. 1整外 診療所
     鎌医475 鎌倉市台４－５－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4612210,477.6 天本クリニック 〒248-0036 0467-38-1160天本　治己 天本　治己 平23. 4. 1内   他   診療所
     鎌医477 鎌倉市手広３－１４－８　手広ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4613210,480.0 遠藤内科クリニック 〒248-0027 0467-32-5344遠藤　高広 遠藤　高広 平23. 6. 1内   アレ 婦  診療所
     鎌医480 鎌倉市笛田４－５－１ 常　勤:    2 交代 皮   他   現存
     (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4614210,481.8 医療法人　慶恭会　鎌〒248-0006 0467-61-2623医療法人　慶恭会　理福田　匠 平23. 6. 1眼   診療所
     鎌医481 倉小町通り眼科 鎌倉市小町１－６－８　リアスコ常　勤:    1事長　鈴木　高恭 交代 現存
     ビル１０２ (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4615210,483.4 えぞえ皮膚科大船駅前〒247-0056 0467-47-2878医療法人社団　恵和会江副　和彦 平24. 1. 1皮   アレ 診療所
     鎌医483 クリニック 鎌倉市大船２－６－７ベルデ鎌倉常　勤:    1　理事長　江副　和彦 移動 現存
     芸術館通り１０２ (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4616210,484.2 わたなべ眼科クリニッ〒247-0056 0467-84-7769渡邉　訓也 渡邉　訓也 平24. 3. 1眼   診療所
     鎌医484 ク 鎌倉市大船１－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4617210,485.9 阿部整形外科クリニッ〒247-0063 0467-46-6070阿部　祐吉 阿部　祐吉 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     鎌医485 ク 鎌倉市梶原２－２５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4618210,486.7 泉水橋とうどうクリニ〒248-0001 0467-24-1515藤堂　貴彦 藤堂　貴彦 平24. 4. 1内   小   リハ診療所
     鎌医486 ック 鎌倉市十二所６－１泉水橋クリニ常　勤:    1 新規 現存
     ックビル２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4619210,487.5 しみず耳鼻咽喉科クリ〒247-0072 0467-42-8733医療法人　しみず耳鼻清水　朝子 平24. 5. 1耳い 診療所
     鎌医487 ニック 鎌倉市岡本２－５－１１第二大観常　勤:    1咽喉科クリニック　理 交代 現存
     ビル１Ｆ (医       1)事長　清水　朝子 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4620210,488.3 飯野眼科医院 〒247-0056 0467-48-3990医療法人　泉樹会　理飯野　いづみ 平24. 5. 1眼   診療所
     鎌医488 鎌倉市大船１－２４－１９　鶴ヶ常　勤:    2事長　飯野　いづみ 交代 現存
     岡会館センタービル３Ｆ (医       2) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4621210,489.1 さかい内科・胃腸科ク〒248-0005 0467-23-0015医療法人社団　駿　理酒井　太郎 平24. 5. 1内   他   診療所
     鎌医489 リニック 鎌倉市雪ノ下３－１－３２ 常　勤:    1事長　酒井　太郎 交代 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
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 4622210,490.9 由比ガ浜こころのクリ〒248-0014 0467-60-5211渥美　眞理子 渥美　眞理子 平24. 6. 1精   心内 診療所
     鎌医490 ニック 鎌倉市由比ガ浜２－１６－２　３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ－３０１ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4623210,492.5 湘南泌尿器科・内科 〒247-0056 0467-44-1117長谷川　太郎 長谷川　太郎 平24.12. 1ひ   内   皮  診療所
     鎌医492 鎌倉市大船２－２６－２２医療ビ常　勤:    1 新規 ペイン内　女ひ現存
     ル湘風館２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4624210,493.3 医療法人　湘和会　湘〒248-0027 0467-39-3189医療法人　湘和会　理石田　尚志 平25. 2. 1内   診療所
     鎌医493 南記念鎌倉クリニック鎌倉市笛田２－６－１３　２Ｆ 常　勤:    1事長　酒井　義浩 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4625210,494.1 大船Ｔ’ｓ形成クリニ〒247-0056 0467-47-3711髙梨　昌幸 髙梨　昌幸 平25. 3. 1形外 美外 他  診療所
     鎌医494 ック 鎌倉市大船１－２５－４ヴィレッ常　勤:    1 新規 現存
     ジビルディング２０１ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4626210,495.8 医療法人社団奏愛会　〒247-0056 0467-38-6700医療法人社団奏愛会　福永　有希 平25. 4. 1皮   アレ 他  診療所
     鎌医495 おおふな皮ふ科 鎌倉市大船２－２６－２２湘風館常　勤:    2理事長　井出　広幸 新規 現存
     医療ビル３Ｆ (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4627210,496.6 おび内科・漢方クリニ〒247-0072 0467-42-7288小尾　龍右 小尾　龍右 平25. 5. 1内   他   診療所
     鎌医496 ック 鎌倉市岡本２－１－１０プロシー常　勤:    1 新規 現存
     ドビル１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4628210,497.4 北鎌倉さこんじゅうク〒247-0052 0467-84-8200左近允　智啓 左近允　智啓 平25. 6. 1内   精   診療所
     鎌医497 リニック 鎌倉市今泉３－５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4629210,498.2 いろでん内科・胃腸内〒247-0056 0467-42-8812医療法人社団　采有会飯領田　久巳男 平25. 6. 1内   他   診療所
     鎌医498 科クリニック 鎌倉市大船１－１１－１０協和ビ常　勤:    1　理事長　飯領田　久 交代 現存
     ル２Ｆ (医       1)巳男 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4630210,499.0 蔵並眼科医院 〒248-0006 0467-22-2029医療法人社団　蔵並医蔵並　貴子 平25. 6. 1眼   診療所
     鎌医499 鎌倉市小町１－１２－５ 常　勤:    1院　理事長　蔵並　貴 交代 現存
     (医       1)子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4631210,500.5 かまくらファミリーク〒248-0014 0467-22-0522栗原　大輔 栗原　大輔 平25. 9. 1内   小   診療所
     鎌医500 リニック 鎌倉市由比ガ浜２－６－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4632210,501.3 医療法人社団　守巧会〒247-0056 0467-44-1188医療法人社団　守巧会矢内原　巧 平25. 9. 1一般 診療所
     鎌医501 　矢内原医院 鎌倉市大船２－１７－１８ 常　勤:    1　理事長　矢内原　敦 新規     一般    12現存
     (医       1) 平25. 9. 1産婦 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4633211,000.5 あいクリニック 〒247-0071 0467-46-1486三谷　直子 三谷　直子 平26. 1. 1内   皮   アレ診療所
     鎌医1000 鎌倉市玉縄１－１－５－１０６ミ常　勤:    1 交代 循内 現存
     オカステーロ鎌倉玉縄 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4634211,001.3 鎌倉御成町クリニック〒248-0012 0467-61-2525會田　光宏 會田　光宏 平26. 2. 1内   整外 診療所
     鎌医1001 鎌倉市御成町４－１６鎌倉ＮＳビ常　勤:    1 新規 漢内　肛外 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4635211,002.1 たかだ脳神経外科クリ〒247-0056 0467-46-1771髙田　寛人 髙田　寛人 平26. 4. 1脳外 神内 診療所
     鎌医1002 ニック 鎌倉市大船２－１８－３２　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4636211,004.7 中野泌尿器科医院 〒248-0006 0467-23-0332中野　勝 中野　勝 平26. 5. 1ひ   診療所
     鎌医1004 鎌倉市小町２－１６－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4637211,005.4 浜田耳鼻咽喉科医院 〒247-0056 0467-46-2336医療法人社団浜田耳鼻濱田　彩子 平26. 4. 1耳い 診療所
     鎌医1005 鎌倉市大船１－２３－３１－２Ｆ常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 交代 現存
     (医       1)濱田　彩子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4638211,006.2 はせ駅前耳鼻咽喉科ク〒248-0016 0467-25-5111医療法人社団　はせ駅 本　裕一 平26. 6. 1耳い 診療所
     鎌医1006 リニック 鎌倉市長谷２－１６－３ 常　勤:    1前耳鼻咽喉科クリニッ 交代 気食外 現存
     (医       1)ク　理事長　 本　裕 平26. 6. 1
     一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4639211,007.0 たまるクリニック 〒247-0055 0467-43-5733田丸　典秀 田丸　典秀 平26. 9. 1内   診療所
     鎌医1007 鎌倉市小袋谷１－２－２湘英ビル常　勤:    1 新規 消内 現存
     １Ｆ、２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4640211,008.8 あいクリニック仲通 〒247-0056 0467-38-8312三谷　勇雄 三谷　勇雄 平26. 9. 1内   診療所
     鎌医1008 鎌倉市大船１－２２－２８－１Ｆ常　勤:    1 新規 循内 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4641211,009.6 大船静脈瘤クリニック〒247-0056 0467-48-0006稲澤　陽介 稲澤　陽介 平26. 9. 1心外 皮   診療所
     鎌医1009 鎌倉市大船１－２６－３３　２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4642211,010.4 大船駅前眼科 〒247-0056 0467-47-2422金子　理恵子 金子　理恵子 平26.10. 1眼   診療所
     鎌医1010 鎌倉市大船１－７－８ハマヤビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4643220,001.2 医療法人　長谷川会　〒251-0047 0466-33-5111医療法人長谷川会　理木原　明子 昭32. 5. 1療養       104病院
     藤医1 湘南ホスピタル 藤沢市辻堂３－１０－２ 常　勤:    5事長　木原　明子 内   精   神内現存
     (医       5) 平23. 5. 1他   
     非常勤:   29
     (医      28)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4644220,048.3 近藤眼科医院 〒251-0053 0466-22-5626近藤　歌子 近藤　歌子 昭47. 7. 1眼   診療所
     藤医48 藤沢市本町１－３－３６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4645220,062.4 天野皮ふ科医院 〒251-0043 0466-36-8600天野　万里雄 天野　万里雄 昭32. 9.20皮   ひ   診療所
     藤医62 藤沢市辻堂元町３－１１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4646220,081.4 宮川医院 〒251-0028 0466-22-5915宮川　千鶴子 宮川　智幸 昭32. 9.20一般         5診療所
     藤医81 藤沢市本鵠沼２－９－２５ 常　勤:    4 内   小   放  現存
     (医       4) 平23. 9.20産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4647220,105.1 一般財団法人　同友会〒252-0802 0466-44-1451一般財団法人同友会　鈴木　紳一郎 昭32.10.20一般       240病院
     藤医105 　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉２３４５ 常　勤:   65理事長　鈴木　紳一郎 療養        63現存
     (医      65) 平23.10.20内   消   外  
     非常勤:   53 整外 循   こう
     (医      53) 脳外 ひ   皮  
     麻   眼   リハ
     放   形外 呼  
     呼外 神   精  
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 4648220,141.6 関口医院 〒251-0047 0466-36-8007関口　允夫 関口　允夫 昭35. 4. 1内   産婦 小  診療所
     藤医141 藤沢市辻堂３－９－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4649220,148.1 株式会社神戸製鋼所藤〒251-0014 0466-20-3111株式会社　神戸製鋼所鎌田　直樹 昭36. 6.15内   精   診療所
     藤医148 沢事業所診療所 藤沢市宮前字裏河内１００－１ 常　勤:    1藤沢工場　工場長　長 現存
     (医       1)谷川　章 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4650220,150.7 いすず自動車株式会社〒252-0806 0466-44-1111いすず自動車株式会社加藤　康行 昭36.11. 1内   外   診療所
     藤医150 藤沢診療所 藤沢市土棚８ 常　勤:    3　取締役社長　細井　 現存
     (医       3)行 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4651220,157.2 プレス工業（株）藤沢〒252-0816 0466-89-3500プレス工業株式会社　小池　淑子 昭38. 2. 1内   診療所
     藤医157 工場診療所 藤沢市遠藤２００３－１ 常　勤:    1取締役社長　角堂　博 現存
     (医       1)茂 平23. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4652220,158.0 木庭医院 〒252-0801 0466-44-0052木庭　等 木庭　等 昭38. 2. 1内   小   診療所
     藤医158 藤沢市長後６８０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4653220,168.9 湘南中央病院 〒251-0056 0466-36-8151医療法人　社団若林会長田　博昭 平18. 2. 1一般       156病院
     藤医168 藤沢市羽鳥１－３－４３ 常　勤:   22　理事長　今井　重信 移動 療養        43現存
     (医      22) 平24. 2. 1内   精   外  
     非常勤:   18 整外 皮   リウ
     (医      18) リハ 神内 放  
     心内 ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4654220,176.2 釜萢内科小児科医院 〒251-0052 0466-22-6151釜萢　登志 釜萢　登志 昭39. 9. 1内   小   診療所
     藤医176 藤沢市藤沢８５１ 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4655220,184.6 医療法人　山内龍馬財〒251-0055 0466-25-2216医療法人山内龍馬財団平井　寛則 昭40. 1.30一般        91病院
     藤医184 団　山内病院 藤沢市南藤沢４－６ 常　勤:   11　理事長　平井　寛則 内   他   現存
     (医      11) 平22. 1.30
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4656220,196.0 こだま小児科医院 〒251-0004 0466-23-7340児玉　宏子 児玉　宏子 昭40.12. 1小   診療所
     藤医196 藤沢市藤ケ岡３－１７－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12. 1
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 4657220,225.7 田中医院 〒251-0004 0466-23-2194田中　完己 田中　完己 昭42. 9.15内   小   耳い診療所
     藤医225 藤沢市藤ケ岡１－７－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4658220,232.3 佐川内科 〒251-0032 0466-27-4188佐川　雄三 佐川　雄三 昭43. 3. 1内   診療所
     藤医232 藤沢市片瀬３－１６－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4659220,235.6 藤沢病院 〒251-0013 0466-23-2343医療法人社団清心会　石井　紀夫 昭43. 4. 1精神       480病院
     (226,235.0) 藤沢市小塚３８３ 常　勤:   17理事長　石井　文夫 精   神   歯  現存
     藤医235 (医      17) 平22. 4. 1
     非常勤:   19
     (医      18)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4660220,247.1 いなば医院 〒251-0052 0466-25-2237中村　宣夫 中村　宣夫 平24.11. 1産婦 皮   診療所
     藤医247 藤沢市藤沢９４－２　３Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4661220,260.4 風間医院 〒251-0054 0466-22-9020風間　吉也 風間　吉也 平16.11. 1内   小   診療所
     藤医260 藤沢市朝日町１６－４ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4662220,264.6 窪島医院 〒252-0816 0466-87-3002窪島　弘道 窪島　弘道 昭45. 8.12内   小   診療所
     藤医264 藤沢市遠藤４４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4663220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 0466-25-3111藤沢市長 城戸　泰洋 昭46.10. 1一般       536地域支援
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ 常　勤:  170 内   精   神  病院
     藤医277 (医     166) 平22.10. 1呼   消   循  現存
     (歯       4) 小   外   整外
     非常勤:    1 形外 脳外 呼外
     (医       1) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 神内 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4664220,282.8 藤沢市医師会南休日夜〒251-0032 0466-22-3041公益社団法人藤沢市医鈴木　紳一郎 平16. 9. 8内   小   診療所
     藤医282 間急病診療所 藤沢市片瀬３３９－１ 常　勤:    1師会　会長　武内　鉄 移動 現存
     (医       1)夫 平22. 9. 8
     非常勤:  121
     (医     121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4665220,289.3 青木医院 〒251-0871 0466-81-1690青木　悦 青木　悦 昭48. 1. 1内   小   診療所
     藤医289 藤沢市善行２－９－３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4666220,291.9 神谷医院 〒251-0053 0466-26-1622神谷　正見 神谷　正見 昭48. 2. 1内   診療所
     藤医291 藤沢市本町２－７－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4667220,293.5 山田内科医院 〒251-0033 0466-25-2962山田　裕造 山田　裕造 昭48. 6.15内   小   診療所
     藤医293 藤沢市片瀬山３－１５－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4668220,294.3 尾本医院 〒251-0037 0466-36-0323尾本　継雄 尾本　継雄 昭48. 8. 1内   小   放  診療所
     藤医294 藤沢市鵠沼海岸７－６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4669220,296.8 黒川産科婦人科医院 〒251-0871 0466-81-0500黒川　徹男 黒川　徹男 昭48. 8.15一般         8診療所
     藤医296 藤沢市善行２－１－１０ 常　勤:    1 小   産婦 現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4670220,304.0 荒井医院 〒251-0053 0466-22-7020荒井　輝夫 荒井　輝夫 昭50. 3. 1内   小   診療所
     藤医304 藤沢市本町２－１２－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4671220,308.1 なかざわクリニック 〒251-0033 0466-25-4258中沢　たえ子 中沢　たえ子 平 7.11. 1内   小   麻  診療所
     藤医308 藤沢市片瀬山５－２６－３ 常　勤:    2 移動 精   神   現存
     (医       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4672220,312.3 海部外科胃腸科医院 〒251-0004 0466-26-7225海部　暁 海部　暁 昭51. 9. 1一般         2診療所
     藤医312 藤沢市藤が岡３－６－１０ 常　勤:    1 胃   外   皮  現存
     (医       1) 平24. 9. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4673220,321.4 医療法人社団　松和会〒251-0042 0466-35-6001医療法人社団　松和会渡邉　佳代子 平19.11. 5内   診療所
     藤医321 　望星藤沢クリニック藤沢市辻堂新町３－７－２０ 常　勤:    3　理事長　黒川　清 移動 現存
     (医       3) 平25.11. 5
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4674220,323.0 医療生協かながわ生活〒251-0052 0466-25-2514医療生協かながわ生活野本　哲夫 平12. 4. 1内   神   整外診療所
     藤医323 協同組合　藤沢診療所藤沢市藤沢８５４－４ 常　勤:    1協同組合　理事長　池 その他 現存
     (医       1)田　俊夫 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
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 4675220,325.5 佐久間医院 〒252-0804 0466-45-8888佐久間　不二男 佐久間　不二男 昭53. 1.15内   小   眼  診療所
     藤医325 藤沢市湘南台１－１５－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4676220,334.7 日本精工藤沢健康推進〒251-0021 0466-22-2558日本精工（株）藤沢工井上　鉄郎 昭54. 2. 1内   外   放  診療所
     藤医334 室 藤沢市鵠沼神明１－５－５０ 常　勤:    2場　工場長　新保　敏 現存
     (医       2)英 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4677220,336.2 古川医院 〒251-0015 0466-27-5211古川　節子 古川　節子 昭54. 7. 1内   小   診療所
     藤医336 藤沢市川名１－４－２７ 現存
     平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4678220,339.6 野中脳神経外科クリニ〒251-0861 0466-87-8561野中　利房 野中　利房 昭54. 8. 1一般        19診療所
     藤医339 ック 藤沢市大庭５０６１－５ 常　勤:    2 脳外 外   他  現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4679220,342.0 青木内科クリニック 〒251-0875 0466-81-8507青木　龍夫 青木　龍夫 昭55. 1.15内   循   小  診療所
     藤医342 藤沢市本藤沢６－３－１ 常　勤:    2 胃   神   現存
     (医       2) 平22. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4680220,348.7 伊佐早内科小児科医院〒252-0815 0466-87-3322伊佐早　正二 伊佐早　正二 昭55. 8.15内   消   小  診療所
     藤医348 藤沢市石川６９３－７ 常　勤:    1 循   呼   現存
     (医       1) 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4681220,349.5 武内整形外科医院 〒252-0816 0466-87-5202武内　鉄夫 武内　鉄夫 昭55. 8.15整外 リハ 診療所
     藤医349 藤沢市遠藤６４１－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4682220,360.2 湘南台外科胃腸科医院〒252-0813 0466-82-1055渡辺　健 渡辺　健 昭56.11.15一般         5診療所
     藤医360 藤沢市亀井野４６１－１１ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平23.11.15皮   こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4683220,367.7 武沼皮膚科医院 〒252-0813 0466-82-2305武沼　永治 武沼　永治 昭57. 5.15皮   診療所
     藤医367 藤沢市亀井野２－３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4684220,369.3 藤沢脳神経外科病院 〒251-0032 0466-27-1511數野　隆人 數野　隆人 昭58. 4. 1一般        55病院
     藤医369 藤沢市片瀬２－１５－３６ 常　勤:    3 外   脳外 リハ現存
     (医       3) 平22. 4. 1麻   整外 
     非常勤:   37
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4685220,374.3 とやま産婦人科医院 〒251-0055 0466-22-1103塗山　百寛 塗山　百寛 昭58. 9.15一般         6診療所
     藤医374 藤沢市南藤沢１８－３ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4686220,376.8 いせき小児科医院 〒251-0024 0466-26-5472井関　みどり 井関　みどり 昭58.10. 1小   診療所
     藤医376 藤沢市鵠沼橘１－４－１　小山ビ常　勤:    1 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4687220,383.4 鶴井医院 〒251-0027 0466-22-5617高岸　泰 高岸　泰 昭59. 8. 1内   精   診療所
     藤医383 藤沢市鵠沼桜が岡１－８－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4688220,384.2 鈴木医院 〒252-0824 0466-48-5300鈴木　繁 鈴木　繁 昭59.10. 1内   小   歯  診療所
     (226,384.6) 藤沢市打戻１７９５－５ 常　勤:    1 現存
     藤医384 (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4689220,388.3 片瀬山内科医院 〒251-0033 0466-22-5190佐川　幸司 佐川　幸司 昭60. 4. 1内   胃   皮  診療所
     藤医388 藤沢市片瀬山３－２５－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4690220,389.1 杉田外科 〒252-0813 0466-81-7666杉田　秀雄 杉田　秀雄 昭60. 6. 1内   胃   小  診療所
     藤医389 藤沢市亀井野２－６－２ 常　勤:    1 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平24. 6. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4691220,392.5 神代医院 〒252-0821 0466-48-7211神代　明雄 神代　明雄 昭60. 7. 1内   呼   消  診療所
     藤医392 藤沢市用田６１７ 常　勤:    1 循   小   皮  現存
     (医       1) 平24. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4692220,394.1 牛腸内科医院 〒251-0053 0466-22-2821牛腸　義彦 牛腸　義彦 昭60. 8. 1内   胃   放  診療所
     藤医394 藤沢市本町２－８－２８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4693220,400.6 明石医院 〒252-0804 0466-43-1123明石　勝禎 明石　勝禎 昭61. 4. 1内   呼   胃  診療所
     藤医400 藤沢市湘南台７－１５－１４ 常　勤:    1 外   整外 こう現存
     (医       1) 平22. 4. 1リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4694220,403.0 三吉クリニック 〒251-0024 0466-27-7506三吉　譲 三吉　譲 昭61. 5. 1内   精   神  診療所
     藤医403 藤沢市鵠沼橘１－１－１５　富洋常　勤:    1 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4695220,404.8 社会福祉法人共生会附〒251-0022 0466-25-7446社会福祉法人共生会　野口　力 昭61. 5. 1内   診療所
     藤医404 属診療所 藤沢市鵠沼１５５９ 常　勤:    1理事長　川瀬　豊子 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4696220,405.5 渡辺整形外科クリニッ〒252-0802 0466-44-6300渡辺　仁美 渡辺　仁美 昭61. 6. 1整外 リハ 診療所
     藤医405 ク 藤沢市高倉６５１　スズヒロビル常　勤:    1 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4697220,408.9 近藤内科医院 〒251-0052 0466-25-8280近藤　潔 近藤　潔 平20. 3. 1循   内   消  診療所
     藤医408 藤沢市藤沢１０２７－９ 常　勤:    1 移動 呼   現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4698220,411.3 片瀬山眼科 〒251-0033 0466-24-3361新井　雅之 新井　雅之 昭62. 4.15眼   診療所
     藤医411 藤沢市片瀬山２－７－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4699220,413.9 中澤医院 〒251-0033 0466-24-4179中澤　深雪 中澤　深雪 昭62. 7.15内   診療所
     藤医413 藤沢市片瀬山５－１３－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4700220,419.6 稲谷皮膚科 〒252-0804 0466-45-5662稲谷　眞 稲谷　眞 昭63. 5.15皮   診療所
     藤医419 藤沢市湘南台２－９－２　２８田常　勤:    1 現存
     中ビル２０１号 (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4701220,420.4 飯塚整形外科 〒251-0871 0466-82-3131飯塚　健児 飯塚　健児 昭63. 9. 1整外 診療所
     藤医420 藤沢市善行１－２５－１　ロイヤ常　勤:    1 現存
     ルⅡビル２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4702220,421.2 藤沢シティ眼科 〒251-0052 0466-24-1118劉　文玲 劉　文玲 昭63. 9.15眼   診療所
     藤医421 藤沢市藤沢１１５　エフティ－ビ 現存
     ル２Ｆ 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4703220,422.0 目白山医院 〒251-0034 0466-26-2712湯野川　孝一 湯野川　孝一 昭63.11. 1内   呼   小  診療所
     藤医422 藤沢市片瀬目白山１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
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 4704220,425.3 医療法人　及川内科医〒251-0033 0466-25-1437医療法人及川内科医院及川　直樹 昭64. 1. 1内   診療所
     藤医425 院 藤沢市片瀬山４－６－４ 常　勤:    2　理事長　及川　直樹 現存
     (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4705220,427.9 野崎眼科 〒251-0055 0466-22-4047医療法人　野崎眼科　細田　ひろみ 平元. 3. 3眼   診療所
     藤医427 藤沢市南藤沢３－４ 常　勤:    2理事長　野崎　道雄 現存
     (医       2) 平22. 3. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4706220,428.7 朝倉医院皮膚科 〒251-0052 0466-23-8234医療法人社団　朝倉医朝倉　茂夫 平25. 5. 7皮   診療所
     藤医428 藤沢市藤沢６００ＡＳＭビル２Ｆ常　勤:    1院　理事長　朝倉　智 移動 現存
     (医       1)行 平25. 5. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4707220,429.5 医療法人社団　植松医〒251-0871 0466-81-6215医療法人社団植松医院植松　史行 平元. 8. 1内   小   消  診療所
     藤医429 院 藤沢市善行２－１７－７ 常　勤:    1　理事長　植松　史行 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4708220,430.3 後藤内科医院 〒251-0052 0466-22-3113医療法人社団後藤内科後藤　隆人 平元. 9. 1内   診療所
     藤医430 藤沢市藤沢１－３－５ 常　勤:    1医院　理事長　後藤　 現存
     (医       1)隆人 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4709220,431.1 赤見整形外科 〒251-0047 0466-36-7231赤見　恵司 赤見　恵司 平元. 9.15整外 リハ 診療所
     藤医431 藤沢市辻堂２－９－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4710220,433.7 木村小児科医院 〒251-0052 0466-22-2648医療法人社団木村小児木村　泰雄 平元.10. 1小   診療所
     藤医433 藤沢市藤沢９６５ 常　勤:    1科医院　理事長　木村 現存
     (医       1)　泰雄 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4711220,435.2 医療法人社団　門山医〒251-0872 0466-81-1458医療法人社団門山医院門山　浩 平15. 7. 5内   小   耳い診療所
     藤医435 院 藤沢市立石３－３２０３－８ 常　勤:    1　理事長　門山　浩 移動 気食 現存
     (医       1) 平21. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4712220,437.8 片山クリニック 〒251-0052 0466-24-2425医療法人社団片山クリ片山　愼介 平14. 1. 1形外 外   美外診療所
     藤医437 藤沢市藤沢９９１－３５ 常　勤:    2ニック　理事長　片山 移動 現存
     (医       2)　愼介 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4713220,438.6 赤川内科医院 〒252-0807 0466-44-9608赤川　孝之 赤川　孝之 平 9.12. 1内   診療所
     藤医438 藤沢市下土棚５４６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4714220,442.8 疋田眼科医院 〒251-0038 0466-22-5075医療法人社団疋田医院疋田　昌子 平 2. 7. 1眼   診療所
     藤医442 藤沢市鵠沼松が岡４－１６－１５常　勤:    1　理事長　疋田　昌子 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4715220,443.6 矢野耳鼻咽喉科医院 〒251-0871 0466-81-3541医療法人社団　矢野医矢野　潮 平 9. 2.17耳い 診療所
     藤医443 藤沢市善行１－２５－１１ 常　勤:    2院　理事長　矢野　潮 移動 現存
     (医       2) 平24. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4716220,444.4 金子医院 〒251-0052 0466-22-9713医療法人社団一誠会金小池　芳樹 平 2. 7. 2内   診療所
     藤医444 藤沢市藤沢５４５ 常　勤:    2子医院　理事長　小池 現存
     (医       2)　芳樹 平23. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4717220,445.1 柄沢クリニック 〒251-0003 0466-28-5335三井　榮枝 三井　榮枝 平 2. 8.15内   小   胃  診療所
     藤医445 藤沢市柄沢５５４－４ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4718220,446.9 松井ヒフ科医院 〒251-0053 0466-23-1176松井　潔 松井　潔 平 2. 9.15皮   診療所
     藤医446 藤沢市本町２－１４－１ 現存
     平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4719220,447.7 羅内科循環器科医院 〒252-0804 0466-43-8522羅　添財 羅　添財 平 2.10. 1内   循   診療所
     藤医447 藤沢市湘南台２－２７－１５　東常　勤:    1 現存
     永ビル１Ｆ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4720220,449.3 酒井医院 〒251-0047 0466-36-8076医療法人社団酒井医院酒井　辰彦 平 2.11. 1内   胃   外  診療所
     藤医449 藤沢市辻堂１－１０－１９ 常　勤:    2　理事長　酒井　辰彦 皮   放   現存
     (医       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4721220,450.1 湘南斉藤クリニック 〒251-0025 0466-22-4114医療法人社団湘南斉藤斉藤　信義 平 2.11. 1内   外   整外診療所
     藤医450 藤沢市鵠沼石上２－１４－９ 常　勤:    2クリニック　理事長　 現存
     (医       2)斉藤　信義 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4722220,451.9 善行クリニック 〒251-0871 0466-81-8511山本　紀章 山本　紀章 平 3. 2. 1内   呼   胃  診療所
     藤医451 藤沢市善行６－１６－２１ 常　勤:    3 循   外   整外現存
     (医       3) 平24. 2. 1皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4723220,452.7 牧小児科医院 〒252-0804 0466-46-1888医療法人社団　牧小児牧　隆敏 平10. 6.15小   内   循  診療所
     藤医452 藤沢市湘南台６－６－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　牧　 移動 現存
     (医       1)隆敏 平22. 6.15
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 4724220,454.3 湘南こどもクリニック〒252-0813 0466-82-4569山中　令子 山中　令子 平15. 6. 4小   診療所
     藤医454 藤沢市亀井野２－２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 6. 4
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4725220,455.0 善行眼科 〒251-0871 0466-81-5766井上　薫 井上　薫 平 3. 8. 5眼   診療所
     藤医455 藤沢市善行２－１７－８ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4726220,456.8 湘南臨床漢方医学研究〒251-0055 0466-24-0286岡田　耕造 岡田　耕造 平 3. 3.15内   小   外  診療所
     藤医456 所附属　沈丁堂医院 藤沢市南藤沢６ー１５Ｍ＆Ｓ湘南常　勤:    1 整外 皮   脳外現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 3.15リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4727220,457.6 医療法人社団健友会　〒252-0813 0466-45-3651医療法人社団健友会　相澤　健彦 平 3. 4. 1内   呼   胃  診療所
     藤医457 フラワークリニック 藤沢市亀井野１４０２ 常　勤:    1理事長　今井　健 循   外   整外現存
     (医       1) 平24. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4728220,458.4 羽坂医院 〒251-0038 0466-22-1433館野　まゆみ 館野　まゆみ 平 3. 4. 1皮   耳い 診療所
     藤医458 藤沢市鵠沼松が岡４－１６－１５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4729220,460.0 西山内科クリニック 〒252-0821 0466-48-9728西山　泰生 西山　泰生 平 3. 6. 1内   呼   消  診療所
     藤医460 藤沢市用田６３７－１ 常　勤:    1 循   小   リハ現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4730220,461.8 タニグチ眼科 〒251-0871 0466-83-6266谷口　定路 谷口　定路 平 3. 6. 1眼   診療所
     藤医461 藤沢市善行７－６－１　サンライ常　勤:    1 現存
     ズビル１ＦＤ号室　 (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4731220,462.6 中山眼科医院 〒251-0025 0466-22-3137中山　義章 中山　義章 平 3. 7. 1眼   診療所
     藤医462 藤沢市鵠沼石上１－２－４ 現存
     平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4732220,463.4 高橋整形外科 〒252-0804 0466-46-4695高橋　克明 高橋　克明 平 3. 7.15整外 診療所
     藤医463 藤沢市湘南台２－２７－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4733220,464.2 医療法人社団　清水耳〒252-0813 0466-82-8077医療法人社団清水耳鼻清水　章治 平 3. 8. 1耳い 診療所
     藤医464 鼻咽喉科医院 藤沢市亀井野１０３８－１２ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)清水　章治 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4734220,465.9 医療法人社団藤順会　〒251-0024 0466-23-3211医療法人社団藤順会　石井　敏和 平 3. 9. 1一般         9診療所
     藤医465 藤沢順天医院 藤沢市鵠沼橘１－１７－１１ 理事長　石井　敏和 内   胃   循  現存
     平24. 9. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4735220,468.3 医療法人社団　間中医〒251-0042 0466-36-8011医療法人社団間中医院大木　正久 平 4. 1. 1内   他   診療所
     藤医468 院 藤沢市辻堂新町１－１９－１８ 常　勤:    3　理事長　大木　正久 現存
     (医       3) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4736220,469.1 医療法人社団　小林内〒251-0042 0466-34-5011医療法人社団小林内科小林　明芳 平 4. 1. 1内   診療所
     藤医469 科医院 藤沢市辻堂新町２－１７－２９ 常　勤:    3医院　理事長　小林　 現存
     (医       3)明芳 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4737220,473.3 稲山眼科医院 〒251-0052 0466-27-4767稲山　貴子 稲山　貴子 平13. 6.25眼   診療所
     藤医473 藤沢市藤沢３－３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4738220,478.2 三井眼科 〒252-0804 0466-43-7886医療法人社団三井眼科三井　健正 平 4. 8. 1眼   診療所
     藤医478 藤沢市湘南台２－２７－１５ 常　勤:    1　理事長　三井　健正 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4739220,482.4 湘南メンタルクリニッ〒251-0052 0466-50-4125長谷川　誠 長谷川　誠 平16. 7.30内   精   心内診療所
     藤医482 ク 藤沢市藤沢９７１－３パール湘南常　勤:    1 移動 現存
     ４Ｆ－Ｂ (医       1) 平22. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4740220,484.0 渡辺整形外科 〒251-0024 0466-25-3812医療法人社団正順会　渡邉　正美 平 5. 2. 1整外 リハ 診療所
     藤医484 藤沢市鵠沼橘１－１－１第２外岡常　勤:    1理事長　渡邉　正美 組織変更 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4741220,486.5 呉クリニック 〒251-0038 0466-25-7600呉　吉煥 呉　吉煥 平 5. 2.15内   胃   外  診療所
     藤医486 藤沢市鵠沼松が岡３－２４－２３ 新規 こう リハ 現存
     平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4742220,489.9 医療法人社団　善仁会〒252-0804 0466-46-6041医療法人社団　善仁会髙橋　映子 平11. 5. 1他   診療所
     藤医489 　藤沢湘南台クリニッ藤沢市湘南台２－８－１１ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     ク (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4743220,493.1 医療法人社団橘桜会　〒251-0861 0466-88-1188医療法人社団橘桜会　橘　紀光 平 5. 6. 1内   診療所
     藤医493 橘内科 藤沢市大庭５０６１－８ 常　勤:    1理事長　橘　紀光 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4744220,494.9 長谷内科医院 〒251-0052 0466-22-2681長谷　章 長谷　章 平 5. 6. 1内   小   診療所
     藤医494 藤沢市藤沢２２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4745220,495.6 医療法人社団　山岸ク〒251-0052 0466-28-0707医療法人社団　山岸ク山岸　登 平10.10. 1外   胃   こう診療所
     藤医495 リニック 藤沢市藤沢３－１－１８ 常　勤:    3リニック　理事長　山 移動 内   循   現存
     (医       3)岸　登 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4746220,497.2 医療法人社団　関根耳〒251-0861 0466-87-8741医療法人社団　関根耳関根　修二 平 5. 7.15耳い 診療所
     藤医497 鼻咽喉科医院 藤沢市大庭５０９９－１ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　関根　修二 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4747220,498.0 加藤小児科 〒251-0028 0466-27-0981加藤　葉子 加藤　葉子 平 5. 8. 1小   診療所
     藤医498 藤沢市本鵠沼２－９－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4748220,502.9 山川医院 〒251-0052 0466-22-2983山川　ふみ子 山川　ふみ子 平 5. 8.25内   皮   リハ診療所
     藤医502 藤沢市藤沢５４１ 常　勤:    1 交代 ひ   現存
     (医       1) 平23. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4749220,503.7 藤沢内科消化器科クリ〒251-0024 0466-23-8801医療法人社団　湘友会針金　三弥 平 5.10. 1内   呼   消  診療所
     藤医503 ニック 藤沢市鵠沼橘１－１７－１６湘南常　勤:    2　理事長　針金　三弥 組織変更 循   現存
     薬品センター店２階 (医       2) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4750220,504.5 奥医院 〒251-0045 0466-36-8513医療法人社団　奥医院奥　義治 平 5.10. 1内   整外 小  診療所
     藤医504 藤沢市辻堂東海岸４－１３－３ 常　勤:    2　理事長　奥　義治 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4751220,505.2 関野内科医院 〒252-0813 0466-81-5615医療法人社団　関野内鈴木　はるみ 平 5.10. 1内   胃   小  診療所
     藤医505 藤沢市亀井野１－２１－１２ 常　勤:    1科医院　理事長　鈴木 交代 現存
     (医       1)　はるみ 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4752220,506.0 藤沢メンタルクリニッ〒251-0052 0466-23-4440原　信行 原　信行 平 5.11. 1内   精   神  診療所
     藤医506 ク 藤沢市藤沢３４－２ライフプラザ常　勤:    2 新規 現存
     藤沢２１１ (医       2) 平23.11. 1
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 4753220,508.6 橘クリニック 〒251-0024 0466-24-3515山口　聡 山口　聡 平 5.11. 1精   神   神内診療所
     藤医508 藤沢市鵠沼橘１－１－４藤沢セン常　勤:    1 新規 現存
     トラルビル５Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4754220,510.2 稲垣内科クリニック 〒251-0052 0466-28-7876稲垣　正義 稲垣　正義 平 6. 1. 1内   皮   小  診療所
     藤医510 藤沢市藤沢１０４５ 常　勤:    2 新規 リハ 他   現存
     (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4755220,513.6 コタケ皮膚科医院 〒251-0032 0466-24-0126小竹　伊津子 小竹　伊津子 平14. 4. 1皮   診療所
     藤医513 藤沢市片瀬３－１７－２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4756220,519.3 藤沢市保健医療センタ〒251-0861 0466-88-7300公益財団法人　藤沢市長嶋　敏幸 平 6. 7. 1消   循   放  診療所
     藤医519 ー診療所 藤沢市大庭５５２７－１ 常　勤:    3保健医療財団　理事長 新規 現存
     (医       3)　武内　鉄夫 平24. 7. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4757220,520.1 藤沢市医師会　北休日〒251-0861 0466-88-7301公益社団法人藤沢市医武内　鉄夫 平 6. 7. 1内   小   耳  診療所
     藤医520 夜間急病診療所 藤沢市大庭５５２７－１ 常　勤:    2師会　会長　武内　鉄 新規 現存
     (医       2)夫 平24. 7. 1
     非常勤:  192
     (医     192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4758220,525.0 医療法人社団　みずし〒251-0037 0466-33-3357医療法人社団　みずし水品　彰彦 平 7. 3. 1整外 リハ 診療所
     藤医525 な整形外科 藤沢市鵠沼海岸３－５－５ 常　勤:    1な整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)水品　彰彦 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4759220,526.8 伊出診療所 〒252-0815 0466-87-7556伊出　淳 伊出　淳 平 7. 4. 1内   小   リハ診療所
     藤医526 藤沢市石川４－２１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4760220,527.6 湘南台皮フ科 〒252-0804 0466-45-5178髙野　晃 髙野　晃 平 7. 4. 1皮   診療所
     藤医527 藤沢市湘南台１－４－２　ピノス常　勤:    1 新規 現存
     ビル４階 (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4761220,529.2 長後耳鼻咽喉科医院 〒252-0807 0466-46-8733本郷　了 本郷　了 平10.11.24耳い 診療所
     藤医529 藤沢市下土棚５１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4762220,531.8 びわた東海岸クリニッ〒251-0045 0466-35-8277医療法人びわた東海岸枇杷田　泰利 平 7.11. 1胃   外   皮  診療所
     藤医531 ク 藤沢市辻堂東海岸１－１５－１６常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 こう 現存
     (医       1)枇杷田　泰利 平22.11. 1
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 4763220,532.6 岩崎クリニック 〒251-0016 0466-22-1200医療法人社団　生恵会岩﨑　勤 平 7.11. 1内   小   消  診療所
     藤医532 藤沢市弥勒寺３－１６－４ 常　勤:    1　理事長　岩﨑　勤 組織変更 循   皮   現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4764220,535.9 医療法人社団　耳鼻咽〒251-0055 0466-22-3887医療法人社団　耳鼻咽橋本　幸久 平 8. 2. 1耳い 診療所
     藤医535 喉科はしもとクリニッ藤沢市南藤沢２０－２０－４０１常　勤:    1喉科はしもとクリニッ 組織変更 現存
     ク (医       1)ク　理事長　橋本　幸 平23. 2. 1
     久
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4765220,538.3 医療法人山崎耳鼻咽喉〒252-0804 0466-46-1033医療法人山崎耳鼻咽喉山崎　健 平16. 3. 1耳い 診療所
     藤医538 科 藤沢市湘南台１－１２－１Ｇ．Ｃ常　勤:    1科　理事長　山崎　健 移動 現存
     ．ＳＨＯＮＡＮＤＡＩ６階 (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4766220,541.7 医療法人社団　緑心会〒252-0816 0466-86-3121医療法人社団　緑心会菅原　敏道 平 8. 8. 1皮   ひ   診療所
     藤医541 　菅原泌尿器科皮膚科藤沢市遠藤８６１－６ 常　勤:    1　理事長　菅原　敏道 組織変更 現存
     クリニック (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4767220,542.5 医療法人社団　滋晃会〒251-0861 0466-87-5883医療法人社団　滋晃会浅川　滋樹 平 9. 2.27小   診療所
     藤医542 　浅川小児科クリニッ藤沢市大庭５６８２－９ライフビ常　勤:    1　理事長　浅川　滋樹 移動 現存
     ク ル２階 (医       1) 平24. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4768220,545.8 鵠沼クリニック 〒251-0028 0466-50-2501横井　泰 横井　泰 平 8.11.15内   循   こう診療所
     藤医545 藤沢市本鵠沼２－１４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4769220,547.4 さいが眼科 〒251-0861 0466-88-0900雑賀　壽和 雑賀　壽和 平 8.12.15眼   アレ 診療所
     藤医547 藤沢市大庭５０９９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4770220,548.2 医療法人社団　青木内〒251-0861 0466-88-5132医療法人社団　青木内青木　信平 平21. 1. 6内   神内 他  診療所
     藤医548 科 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ常　勤:    1科　理事長　青木　信 移動 現存
     ル３Ｆ (医       1)平 平21. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4771220,550.8 ライフタウンクリニッ〒251-0861 0466-87-3545端山　丈次 端山　丈次 平 9. 3. 1整外 リハ 消  診療所
     藤医550 ク 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4772220,551.6 満山眼科クリニック 〒251-0861 0466-88-3411満山　大吉 満山　大吉 平 9. 3. 1眼   診療所
     藤医551 藤沢市大庭５６８２－９ライフビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4773220,555.7 石原医院 〒252-0802 0466-44-3627石原　宏尚 石原　宏尚 平 9. 4.15内   診療所
     藤医555 藤沢市高倉３９６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4.15
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 4774220,556.5 さくまこどもクリニッ〒252-0804 0466-45-7753医療法人社団　さくま佐久間　秀哉 平 9. 4. 1小   診療所
     藤医556 ク 藤沢市湘南台２－２７－１５東永常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     ビル１階 (医       1)事長　佐久間　秀哉 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4775220,557.3 藤沢御所見病院 〒252-0825 0466-48-6501特定医療法人グループ多田隈　理 平 9. 4. 1一般        38病院
     藤医557 藤沢市獺郷５８０ 常　勤:    6・プラクティス研究会 組織変更 療養       116療養病床
     (医       6)　理事長　磯貝　庄 平24. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:    7 リハ 麻   皮  
     (医       7) 放   眼   耳い
     他   
     循内　糖・代内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4776220,558.1 佐藤クリニック 〒252-0813 0466-82-6633医療法人　豊友会　理佐藤　豊子 平 9. 5. 1内   整外 小  診療所
     藤医558 藤沢市亀井野２５２０－２５ 常　勤:    1事長　佐藤　元春 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4777220,561.5 桧山整形外科 〒252-0804 0466-43-6500医療法人社団　桧山医檜山　建宇 平 9.11. 1整外 リハ 眼  診療所
     藤医561 藤沢市湘南台３－１４－３ 常　勤:    1院　理事長　檜山　建 組織変更 現存
     (医       1)宇 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4778220,564.9 湘南耳鼻咽喉科 〒251-0052 0466-24-3341中村　要 中村　要 平15. 9.24耳い 診療所
     藤医564 藤沢市藤沢９４－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4779220,565.6 医療法人社団　エス・〒252-0816 0466-86-2822医療法人社団　エス・櫻井　秀樹 平 9.12. 1胃   こう 外  診療所
     藤医565 ジー・シー　櫻井胃腸藤沢市遠藤８６３－５ 常　勤:    1ジー・シー　理事長　 組織変更 現存
     科クリニック (医       1)櫻井　秀樹 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4780220,568.0 菅原整形外科 〒251-0052 0466-54-2932菅原　秀樹 菅原　秀樹 平10. 1.15整外 リハ 診療所
     藤医568 藤沢市藤沢１１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4781220,569.8 山﨑メンタルクリニッ〒251-0047 0466-33-6652山﨑　剛 山﨑　剛 平23. 4. 1精   心内 診療所
     藤医569 ク 藤沢市辻堂１－１－１０　ナガセ常　勤:    1 移動 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4782220,573.0 湘南眼科医院 〒252-0804 0466-45-8154医療法人社団　明生会河越　睦郎 平10. 6. 1眼   診療所
     藤医573 藤沢市湘南台２－８－１０ 常　勤:    1　理事長　河越　睦郎 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4783220,578.9 今村内科クリニック 〒252-0813 0466-80-1559今村　博務 今村　博務 平10.10. 1内   診療所
     藤医578 藤沢市亀井野１７７０－２モトハ常　勤:    1 新規 現存
     ウス１階 (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4784220,579.7 医療法人　誠翔会　中〒252-0804 0466-43-0160医療法人　誠翔会　理中澤　譲二 平10.11. 1内   小   消  診療所
     藤医579 沢内科医院 藤沢市湘南台２－１８－３ 常　勤:    2事長　中澤　譲二 組織変更 循   放   現存
     (医       2) 平22.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4785220,580.5 柳沢内科小児科医院 〒252-0816 0466-87-6700医療法人　柳沢内科小柳澤　俊順 平10.11. 1内   小   診療所
     藤医580 藤沢市遠藤６４１－６ 常　勤:    1児科医院　理事長　柳 組織変更 現存
     (医       1)澤　俊順 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4786220,581.3 医療法人社団　恵信会〒251-0861 0466-87-3315医療法人社団　恵信会吉村　恵理子 平19. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     藤医581 　よしむら耳鼻咽喉科藤沢市大庭駒寄５６８１－１０　常　勤:    2　理事長　吉村　恵理 移動 呼   内   現存
     ・内科・呼吸器内科 ２Ｆ (医       2)子 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4787220,582.1 クローバークリニック〒251-0032 0466-24-5876医療法人　篠原湘南ク篠原　裕希 平20. 4.17一般         2診療所
     藤医582 藤沢市片瀬４－１０－２２ 常　勤:    3リニック　理事長　篠 移動 内   外   現存
     (医       3)原　裕希 平26. 4.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4788220,584.7 増山眼科医院 〒251-0052 0466-24-7370増山　和子 増山　和子 平11. 1.15眼   診療所
     藤医584 藤沢市藤沢５５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4789220,585.4 上野耳鼻咽喉科医院 〒251-0052 0466-24-3252上野　則之 上野　則之 平11. 1.15耳い 診療所
     藤医585 藤沢市藤沢５５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4790220,586.2 朝倉医院泌尿器科 〒251-0052 0466-24-5622医療法人社団　朝倉医朝倉　智行 平25. 5. 7ひ   診療所
     藤医586 藤沢市藤沢６００ＡＳＭビル１Ｆ常　勤:    1院　理事長　朝倉　智 移動 現存
     (医       1)行 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4791220,587.0 広本クリニック 〒251-0052 0466-27-5355 本　 之 本　 之 平24. 3.12ひ   診療所
     藤医587 藤沢市藤沢２２１－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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   534 頁

 4792220,589.6 辻堂心とからだのクリ〒251-0042 0466-33-5339野村　毅 野村　毅 平11. 8.15神   精   神内診療所
     藤医589 ニック 藤沢市辻堂新町１－１－２柿崎ビ常　勤:    1 新規 心内 内   現存
     ル４Ｆ (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4793220,592.0 うちだ内科 〒251-0011 0466-24-8522内田　弘一 内田　弘一 平11.11. 1内   呼   循  診療所
     藤医592 藤沢市渡内４－５－１８渡内クリ常　勤:    1 新規 胃   現存
     ニックビル２Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4794220,595.3 ありあけ内科クリニッ〒251-0038 0466-54-2668医療法人　ありあけ内酒井　天榮 平19. 6.11内   診療所
     藤医595 ク 藤沢市鵠沼松が岡４－１５－２７常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　酒井　天榮 平25. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4795220,601.9 岩崎メンタルクリニッ〒251-0024 0466-25-6363岩崎　正人 岩崎　正人 平12. 4. 1精   神   内  診療所
     藤医601 ク 藤沢市鵠沼橘１－１６－１４ヤマ常　勤:    1 新規 現存
     キビル３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4796220,602.7 西村整形外科 〒251-0871 0466-81-5027西村　和博 西村　和博 平12. 4.15整外 リハ 診療所
     藤医602 藤沢市善行２－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4797220,606.8 四ツ谷クリニック 〒251-0056 0466-31-0855佐野　英基 佐野　英基 平12. 8.15内   循   呼  診療所
     藤医606 藤沢市羽鳥１－６－１６ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4798220,608.4 ティー．エイチ．ピー〒251-0052 0466-25-5911医療法人社団　康心会奥平　昌彦 平12. 9. 1内   整外 リハ診療所
     藤医608 ．メディカルクリニッ藤沢市藤沢４９８ 常　勤:    2　理事長　大屋敷　芙 新規 精   心内 神  現存
     ク (医       2)志枝 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4799220,612.6 藤川眼科 〒251-0872 0466-82-3015藤川　英津子 藤川　英津子 平12.10. 1眼   診療所
     藤医612 藤沢市立石１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4800220,613.4 神里内科クリニック 〒251-0024 0466-22-2706神里　潔 神里　潔 平12.12. 1内   呼   循  診療所
     藤医613 藤沢市鵠沼橘１－１７－１３ 常　勤:    1 新規 麻   リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4801220,615.9 医療法人社団　星和会〒251-0025 0466-26-6133医療法人社団　星和会橋口　隆之 平20. 3.31内   診療所
     藤医615 　藤沢メディカルクリ藤沢市鵠沼石上１－１２－１３　常　勤:    1　理事長　竹内　正氣 移動 現存
     ニック ワンズ鵠沼ビル (医       1) 平26. 3.31
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4802220,616.7 おおしま眼科 〒251-0011 0466-50-5588大島　智晃 大島　智晃 平13. 4. 1眼   診療所
     藤医616 藤沢市渡内４－５－１８渡内クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックビル２０２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4803220,617.5 小池クリニック 〒251-0003 0466-25-8985小池　芳親 小池　芳親 平13. 4. 1脳外 外   神内診療所
     藤医617 藤沢市柄沢特定土地区画整理事業常　勤:    1 新規 現存
     地区８４街区－４ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4804220,618.3 はしば泌尿器科皮フ科〒251-0021 0466-25-8232榛葉　隆文 榛葉　隆文 平13. 4.15ひ   皮   診療所
     藤医618 クリニック 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4805220,620.9 木島眼科クリニック 〒251-0054 0466-54-5220木島　正哉 木島　正哉 平13. 5. 1眼   診療所
     藤医620 藤沢市朝日町４－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4806220,621.7 医療法人　エヌ・エム〒252-0816 0466-87-5001医療法人　エヌ・エム野村　勝俊 平13. 6. 1内   循   リハ診療所
     藤医621 ・シー　野村クリニッ藤沢市遠藤８６１－６ 常　勤:    1・シー　理事長　野村 組織変更 小   現存
     ク (医       1)　勝俊 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4807220,622.5 医療法人　慈誠会　か〒251-0011 0466-27-8388医療法人　慈誠会　理春日　雅人 平13. 6. 5整外 リハ 診療所
     藤医622 すが整形外科 藤沢市渡内４－５－１８ 常　勤:    1事長　春日　雅人 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4808220,624.1 宮岡脳神経外科 〒251-0052 0466-54-2250医療法人社団　誠蒔会宮岡　誠 平13. 7. 1脳外 神内 外  診療所
     藤医624 藤沢市藤沢１－３－９ 常　勤:    1　理事長　宮岡　誠 組織変更 整外 内   リハ現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4809220,625.8 湘南鵠沼内科・リウマ〒251-0027 0466-26-0378医療法人　安達クリニ安達　正則 平13. 7. 1内   リウ アレ診療所
     藤医625 チ科安達正則クリニッ藤沢市鵠沼桜が岡４－１４－３ 常　勤:    1ック　理事長　安達　 組織変更 呼   心内 現存
     ク (医       1)正則 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4810220,626.6 石井小児科医院 〒251-0861 0466-88-1122医療法人社団　石井小石井　啓允 平13. 7. 1小   診療所
     藤医626 藤沢市大庭５０６１－９ 常　勤:    1児科医院　理事長　石 組織変更 現存
     (医       1)井　啓允 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4811220,627.4 山本内科クリニック 〒251-0871 0466-80-6686山本　高秀 山本　高秀 平13.10. 1内   呼   消  診療所
     藤医627 藤沢市善行１－２５－１５ＴＹビ常　勤:    1 新規 循   小   現存
     ル１Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4812220,629.0 小林皮ふ科クリニック〒251-0052 0466-24-1644小林　早由美 小林　早由美 平13.11.15皮   診療所
     藤医629 藤沢市藤沢９６６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4813220,631.6 いわもと皮フ科クリニ〒251-0047 0466-33-1124岩本　眞一郎 岩本　眞一郎 平13.12. 1皮   診療所
     藤医631 ック 藤沢市辻堂２－４－３０田代ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4814220,632.4 はやし内科クリニック〒252-0807 0466-41-3808林　龍司 林　龍司 平13.12.15内   循   胃  診療所
     藤医632 藤沢市下土棚４６７－９ 常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     (医       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4815220,633.2 医療法人社団　桐英会〒251-0047 0466-31-0840医療法人社団　桐英会片桐　一 平14. 1. 1内   外   胃  診療所
     藤医633 　はじめクリニック 藤沢市辻堂５－１８－９ 常　勤:    1　理事長　片桐　一 組織変更 リハ こう 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4816220,634.0 いしい内科医院 〒251-0035 0466-26-0621石井　由佳 石井　由佳 平14. 2. 1内   診療所
     藤医634 藤沢市片瀬海岸２－９－６フジビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１０２ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4817220,635.7 湘南柄沢クリニック 〒251-0003 0466-23-5018岡本　亮爾 岡本　亮爾 平14. 3. 1内   外   整外診療所
     藤医635 藤沢市柄沢４２１－２ 常　勤:    1 新規 小   胃   こう現存
     (医       1) 平26. 3. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4818220,636.5 長﨑クリニック 〒251-0871 0466-80-1880長﨑　達朗 長﨑　達朗 平14. 4. 1精   神   神内診療所
     藤医636 藤沢市善行１－２５－１５ＴＹビ常　勤:    1 新規 心内 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4819220,637.3 林クリニック 〒251-0055 0466-54-6105林　康史 林　康史 平14. 4. 1内   呼   外  診療所
     藤医637 藤沢市南藤沢２－８　２００２Ｋ常　勤:    1 新規 こう 現存
     ＆Ｓビル３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4820220,638.1 髙橋内科クリニック 〒251-0035 0466-29-9350髙橋　敦 髙橋　敦 平14. 4. 1内   診療所
     藤医638 藤沢市片瀬海岸１－５－５鎌田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4821220,639.9 杉本医院 〒251-0032 0466-23-2353杉本　道代 杉本　道代 平14. 3. 5小   内   診療所
     藤医639 藤沢市片瀬５－３－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4822220,642.3 坂本眼科湘南クリニッ〒251-0044 0466-35-0211医療法人　仁靖会　理坂本　則敏 平25. 9. 1眼   診療所
     藤医642 ク 藤沢市辻堂太平台１－３－１ 常　勤:    1事長　坂本　則敏 移動 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
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 4823220,644.9 長後駅前眼科 〒252-0807 0466-46-5525和田　悟 和田　悟 平14. 7.15眼   診療所
     藤医644 藤沢市下土棚４６７－９山口ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4824220,646.4 湘南ごしょみ眼科 〒252-0826 0466-48-8522今村　周 今村　周 平19. 1.29一般         7診療所
     藤医646 藤沢市宮原３３４３－１ 常　勤:    1 移動 眼   現存
     (医       1) 平25. 1.29
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4825220,647.2 えりクリニック 〒251-0871 0466-80-3850亀津　絵里 亀津　絵里 平14. 9. 1内   麻   循  診療所
     藤医647 藤沢市善行１－１５－７ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4826220,648.0 湘南台宮治クリニック〒252-0815 0466-86-6366宮治　正雄 宮治　正雄 平14. 9.15内   外   胃  診療所
     藤医648 藤沢市石川６－２１－１０ 常　勤:    1 新規 呼   循   アレ現存
     (医       1) 平26. 9.15こう 小   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4827220,654.8 湘南内科・消化器科ク〒251-0032 0466-55-2527渡邊　隆司 渡邊　隆司 平15. 1. 1内   消   呼  診療所
     藤医654 リニック 藤沢市片瀬２－１５－２４ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4828220,655.5 六会眼科 〒252-0813 0466-83-3133医療法人　ルイユ会　平本　誠 平15. 1. 1眼   診療所
     藤医655 藤沢市亀井野２－１０－７ 常　勤:    1理事長　平本　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4829220,656.3 医療法人社団　星和会〒252-0816 0466-89-4550医療法人社団　星和会石井　博史 平15. 2. 1内   診療所
     藤医656 　湘南星和クリニック藤沢市遠藤字南大平６４１－１４常　勤:    1　理事長　竹内　正気 新規 現存
     (医       1) 平21. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4830220,657.1 さとう皮ふ科クリニッ〒251-0052 0466-50-1102佐藤　一郎 佐藤　一郎 平15. 4.15皮   診療所
     藤医657 ク 藤沢市藤沢４３８－１藤沢ルミネ常　勤:    1 新規 現存
     プラザ７Ｆ (医       1) 平21. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4831220,658.9 湘南中村クリニック 〒251-0052 0466-55-3450中村　尚夫 中村　尚夫 平15. 4.15循   内   小  診療所
     藤医658 藤沢市藤沢３１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4.15
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 4832220,661.3 小林クリニック 〒252-0804 0466-43-1152小林　俊介 小林　俊介 平15. 5. 1胃   こう 外  診療所
     藤医661 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台常　勤:    1 新規 内   現存
     クリニックビル３Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4833220,663.9 ルミネはたの眼科 〒251-0052 0466-50-0811医療法人湘陽会　理事秦野　寛 平15. 5. 1眼   診療所
     藤医663 藤沢市藤沢４３８－１ルミネプラ常　勤:    1長　秦野　寛 組織変更 現存
     ザ７Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4834220,664.7 村田会湘南台内科クリ〒252-0805 0466-43-0865医療法人社団　村田会村田　尚彦 平15. 5.15一般        19診療所
     藤医664 ニック 藤沢市円行９９１ 常　勤:    2　理事長　村田　尚彦 新規 内   呼   循  現存
     (医       2) 平21. 5.15消   小   整外
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4835220,667.0 いまにし内科消化器科〒252-0804 0466-41-0210医療法人いまにし内科今西　幸市 平15. 6. 1内   消   診療所
     藤医667 クリニック 藤沢市湘南台１－７－８エスポワ常　勤:    1消化器科クリニック　 組織変更 現存
     ール１Ｆ (医       1)理事長　今西　幸市 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4836220,669.6 湘南台青木形成外科ク〒252-0804 0466-41-1360医療法人　青陵会　理青木　文彦 平15. 6. 1形外 外   美外診療所
     藤医669 リニック 藤沢市湘南台２－１０－７ 常　勤:    1事長　青木　文彦 組織変更 皮   整外 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4837220,670.4 本多こどもクリニック〒251-0011 0466-55-6050医療法人社団　きずな本多　康次郎 平15. 6. 2小   アレ 診療所
     藤医670 藤沢市渡内４－５－１８　渡内ク常　勤:    1　理事長　本多　康次 組織変更 現存
     リニックビル３Ｆ－３０１ (医       1)郎 平21. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4838220,676.1 関本医院 〒251-0872 0466-81-2820関本　健人 関本　健人 平15. 8. 1内   小   消  診療所
     藤医676 藤沢市立石１－２－３ 常　勤:    3 交代 放   神   現存
     (医       3) 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4839220,678.7 小林小児クリニック 〒251-0047 0466-36-2273医療法人社団　博信会小林　博英 平15.10. 1小   循   内  診療所
     藤医678 藤沢市辻堂４－６－１４湘南桜井常　勤:    1　理事長　小林　博英 組織変更 現存
     ビルⅢ１０３号 (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4840220,679.5 いわもと内科 〒252-0804 0466-44-8004岩本　正彦 岩本　正彦 平15.10.15内   循   診療所
     藤医679 藤沢市湘南台４－５－１プレジャ常　勤:    1 新規 現存
     湘南台１Ｆ (医       1) 平21.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4841220,682.9 こしの耳鼻いんこう科〒251-0047 0466-33-3317越野　樹典 越野　樹典 平16. 2. 1耳い 診療所
     藤医682 藤沢市辻堂２－４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 2. 1
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 4842220,684.5 クローバーホスピタル〒251-0025 0466-22-7111医療法人篠原湘南クリ鈴木　勇三 平16. 5.15療養        60病院
     藤医684 藤沢市鵠沼石上３－３－６ 常　勤:    7ニック　理事長　篠原 新規 一般        60現存
     (医       7)　裕希 平22. 5.15内   呼   アレ
     非常勤:    5 循   皮   麻  
     (医       5) 消   リハ リウ
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4843220,685.2 湘南台中央医院 〒252-0804 0466-45-8828日比　謙一 日比　謙一 平16. 5.22内   消   循  診療所
     藤医685 藤沢市湘南台７－１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 5.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4844220,686.0 仲野整形外科 〒251-0021 0466-22-1780医療法人社団耀風会　仲野　靖司 平16. 6. 1整外 リハ 診療所
     藤医686 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９ 常　勤:    1理事長　仲野　靖司 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4845220,688.6 勝俣内科医院 〒251-0024 0466-27-5811勝俣　佳也 勝俣　佳也 平16. 9. 1内   診療所
     藤医688 藤沢市鵠沼橘１－４－１小山ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ　２０１ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4846220,689.4 やまだ内科クリニック〒251-0033 0466-26-3662山田　峰彦 山田　峰彦 平16. 9. 1内   呼   アレ診療所
     藤医689 藤沢市片瀬山２－７－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4847220,691.0 彩クリニック南藤沢 〒251-0055 0466-26-3464小木曽　洋三 小木曽　洋三 平16.10. 1心内 神   精  診療所
     藤医691 藤沢市南藤沢２０－１８長塚第１常　勤:    1 新規 現存
     ビル４階Ａ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4848220,692.8 カワイ眼科医院 〒251-0024 0466-23-4000河合　正孝 河合　正孝 平16.10. 1眼   診療所
     藤医692 藤沢市鵠沼橘１－１－８Ｄｒ．Ｈ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＴＡ　ＣＬＩＮＩＣ　ＢＬＤＧ(医       1) 平22.10. 1
     ．１Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4849220,693.6 せき藤沢レディースク〒251-0055 0466-23-8858関　隆 関　隆 平16.10.15内   産婦 診療所
     藤医693 リニック 藤沢市南藤沢２０－２０柏屋ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4850220,694.4 牧野クリニック 〒251-0021 0466-29-5761牧野　達郎 牧野　達郎 平16.10.15消   内   外  診療所
     藤医694 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９第常　勤:    1 新規 現存
     ３森谷ビル３Ｆ (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4851220,695.1 藤田医院 〒251-0056 0466-36-0979藤田　俊造 藤田　俊造 平16.10. 1内   胃   外  診療所
     藤医695 藤沢市羽鳥５－５－１０ 常　勤:    2 交代 整外 現存
     (医       2) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4852220,696.9 おくやま小児科 〒251-0002 0466-29-5513奥山　利也 奥山　利也 平16.11. 1小   診療所
     藤医696 藤沢市大鋸１－２－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4853220,697.7 小野整形外科 〒251-0002 0466-29-5593小野　俊明 小野　俊明 平16.11. 1整外 リウ リハ診療所
     藤医697 藤沢市大鋸１－２－１８ＮＫビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4854220,701.7 いせき耳鼻咽喉科 〒251-0024 0466-23-8733井関　 哉 井関　 哉 平17. 1.15耳い 診療所
     藤医701 藤沢市鵠沼橘１－１－８－４Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4855220,702.5 御所見総合クリニック〒252-0825 0466-47-0543特定医療法人グループ安田　弘文 平17. 1.15内   外   整外診療所
     藤医702 藤沢市獺郷１８８ 常　勤:    1・プラクティス研究会 新規 形外 皮   リハ現存
     (医       1)　理事長　磯貝　庄 平23. 1.15放   他   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4856220,703.3 湘南藤沢クリニック 〒251-0023 0466-52-0588医療法人　湘南藤沢ク河野　敏郎 平17. 8.18内   消   外  診療所
     藤医703 藤沢市鵠沼花沢町１－１５柾ビル常　勤:    1リニック　理事長　河 移動 現存
     ２Ｆ (医       1)野　敏郎 平23. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4857220,705.8 メンタルクリニックゆ〒252-0804 0466-43-8108山方　里加 山方　里加 平17. 3. 1心内 精   神  診療所
     藤医705 かり 藤沢市湘南台２－２－１１丸美ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4858220,706.6 白木内科医院 〒251-0024 0466-26-5578白木　桃子 白木　桃子 平17. 4. 1内   診療所
     藤医706 藤沢市鵠沼橘１－５－１－２０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4859220,707.4 南藤沢クリニック 〒251-0055 0466-26-3300小林　秀人 小林　秀人 平17. 4. 1眼   心内 精  診療所
     藤医707 藤沢市南藤沢２１－８大安興業ビ常　勤:    1 新規 神   現存
     ル５Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4860220,710.8 片瀬こどもクリニック〒251-0032 0466-29-5033片倉　茂樹 片倉　茂樹 平17. 5. 1小   アレ 診療所
     藤医710 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックプラザ２Ｆ－２０１ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4861220,711.6 早稲田医院 〒251-0028 0466-38-6657医療法人社団　稲穂会早稲田　愛生 平17. 5. 1内   整外 診療所
     藤医711 藤沢市本鵠沼４－７－４ 常　勤:    1　理事長　早稲田　愛 組織変更 現存
     (医       1)生 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4862220,712.4 三浦内科クリニック 〒251-0032 0466-29-0120三浦　正彦 三浦　正彦 平17. 5.15内   循   呼  診療所
     藤医712 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ニックプラザ３Ｆ－３０２ (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4863220,713.2 アイ整形外科クリニッ〒251-0052 0466-55-1160加藤　博文 加藤　博文 平17. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     藤医713 ク 藤沢市藤沢２－３－１５トレアー常　勤:    1 新規 現存
     ジュ白旗２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4864220,714.0 やすい小児科・循環器〒251-0028 0466-30-2125医療法人社団　真清会安井　清 平17. 6. 1小   循   内  診療所
     藤医714 科 藤沢市本鵠沼４－７－９－２Ｆ 常　勤:    1　理事長　安井　清 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4865220,717.3 汀メンタルヘルスクリ〒251-0055 0466-29-9125大越　寿子 大越　寿子 平17.10.15精   神   心内診療所
     藤医717 ニック 藤沢市南藤沢１７－１６秋山ビル常　勤:    1 新規 現存
     Ⅱ４Ｆ (医       1) 平23.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4866220,718.1 桜林産婦人科医院 〒251-0052 0466-22-2222医療法人社団　櫻林会桜林　哲生 平17.11. 1一般         5診療所
     藤医718 藤沢市藤沢１０１番　１－１０１常　勤:    1　理事長　櫻林　哲生 組織変更 産婦 現存
     　 (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4867220,719.9 宮本内科消化器科クリ〒252-0823 0466-48-0080医療法人社団　一進会宮本　京 平17.11. 1内   消   診療所
     藤医719 ニック 藤沢市菖蒲沢６１１ 常　勤:    1　理事長　宮本　京 組織変更 現存
     (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4868220,720.7 野中医院 〒251-0028 0466-34-2727野中　浩充 野中　浩充 平17.10.28皮   アレ 内  診療所
     藤医720 藤沢市本鵠沼４－１４－６ 常　勤:    1 交代 神内 現存
     (医       1) 平23.10.28
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4869220,721.5 山田医院 〒251-0046 0466-36-1762山田　裕 山田　裕 平17.11. 1内   小   循  診療所
     藤医721 藤沢市辻堂西海岸２－１０－６ 常　勤:    2 交代 消   現存
     (医       2) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4870220,722.3 医療法人社団　正拓会〒251-0044 0466-34-2151医療法人社団　正拓会松野　正孝 平17.11. 1一般        38病院
     藤医722 　湘南太平台病院 藤沢市辻堂太平台２－１３－２７常　勤:    3　理事長　松野　正孝 組織変更 療養        44現存
     (医       3) 平23.11. 1内   外   整外
     非常勤:    3 胃   こう ひ  
     (医       3) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4871220,723.1 しもじま皮膚科クリニ〒251-0032 0466-54-2722下島　博之 下島　博之 平17.12. 1皮   診療所
     藤医723 ック 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックプラザ３Ｆ－３０１ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4872220,724.9 かわしま神経内科クリ〒251-0038 0466-55-1358医療法人社団　かわし川嶋　乃里子 平17.12. 1神内 内   心内診療所
     藤医724 ニック 藤沢市鵠沼松が岡５－１３－１７常　勤:    1ま神経内科　理事長　 組織変更 精   現存
     (医       1)川嶋　乃里子 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4873220,725.6 小林内科医院 〒251-0027 0466-22-4648医療法人社団　鵠純会小林　純二郎 平26. 3. 1内   診療所
     藤医725 藤沢市鵠沼桜が岡４－１５－２８常　勤:    1　理事長　小林　純二 移動 消内 現存
     (医       1)郎 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4874220,726.4 ほんごうメンタルクリ〒252-0804 0466-41-6730本郷　裕明 本郷　裕明 平18. 1.15精   神   心内診療所
     藤医726 ニック 藤沢市湘南台２－２７－１５東永常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ　２０２ (医       1) 平24. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4875220,727.2 三上皮フ科医院 〒251-0055 0466-27-7555三上　正憲 三上　正憲 平18. 1. 1皮   診療所
     藤医727 藤沢市南藤沢２０－２０　柏屋ビ常　勤:    1 組織変更 現存
     ル２階 (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4876220,728.0 三須こどもクリニック〒251-0032 0466-20-7878三須　陽子 三須　陽子 平18. 4. 1小   診療所
     藤医728 藤沢市片瀬２－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4877220,729.8 医療法人社団　清明会〒251-0032 0466-25-7772医療法人社団　清明会後藤　香織 平18. 4. 1眼   診療所
     藤医729 　湘南海岸眼科クリニ藤沢市片瀬４－１１－５ 常　勤:    1　湘南海岸眼科クリニ 組織変更 現存
     ック (医       1)ック　理事長　後藤　 平24. 4. 1
     香織
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4878220,730.6 ごしょみ耳鼻咽喉科ク〒252-0825 0466-47-1099特定医療法人　グルー豊嶋　範夫 平18. 5. 1耳い 診療所
     藤医730 リニック 藤沢市獺郷１８８ 常　勤:    3プ・プラクティス研究 新規 現存
     (医       3)会　理事長　磯貝　庄 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4879220,731.4 長後皮膚科医院 〒252-0807 0466-43-5252太田　幸則 太田　幸則 平18. 6. 1皮   診療所
     藤医731 藤沢市下土棚４６７　カートビル常　勤:    1 交代 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4880220,732.2 辻堂クリニック 〒251-0056 0466-33-8899藤巻　淑 藤巻　淑 平18. 6. 1内   小   リハ診療所
     藤医732 藤沢市羽鳥３－１－８－Ｗ１０３常　勤:    1 交代 麻   整外 精  現存
     (医       1) 平24. 6. 1心内 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4881220,737.1 長後中央医院 〒252-0807 0466-44-0335鈴木　誠 鈴木　誠 平18. 7.17小   アレ 小外診療所
     藤医737 藤沢市下土棚４４４－８ 常　勤:    1 交代 内   現存
     (医       1) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4882220,738.9 医療法人　誠翔会　セ〒252-0816 0466-48-3300医療法人　誠翔会　理中澤　京子 平18. 8.15内   胃   循  診療所
     藤医738 ントジョージクリニッ藤沢市遠藤６２１５ 常　勤:    1事長　中澤　讓二 新規 呼   放   小  現存
     ク (医       1) 平24. 8.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4883220,739.7 長後こどもクリニック〒252-0807 0466-44-2030小澤　加奈子 小澤　加奈子 平18. 9. 1小   内   アレ診療所
     藤医739 藤沢市下土棚４７８－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4884220,741.3 藤沢金沢内科クリニッ〒251-0023 0466-29-1122医療法人　金沢内科ク村井　純子 平18.10.15内   診療所
     藤医741 ク 藤沢市鵠沼花沢町１－１５　柾ビ常　勤:    1リニック　理事長　田 新規 現存
     ル３階 (医       1)中　俊一 平24.10.15
     非常勤:    3
     (医       3)
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 4885220,742.1 よしだみつぎ整形外科〒252-0804 0466-41-0068吉田　貢 吉田　貢 平18.11. 1整外 リハ 診療所
     藤医742 クリニック 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル３０２号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4886220,744.7 片瀬整形外科 〒251-0032 0466-55-3725医療法人　片瀬整形外小野　彰夫 平18.11. 1整外 リウ リハ診療所
     藤医744 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリ常　勤:    1科　理事長　小野　彰 組織変更 外   現存
     ニックプラザ１階 (医       1)夫 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4887220,745.4 医療法人社団　実正会〒251-0035 0466-55-3811医療法人社団　実正会野口　正徳 平25.12.24内   整外 リハ診療所
     藤医745 　のぐち江ノ島クリニ藤沢市片瀬海岸１－３－７リバー常　勤:    1　理事長　野口　正徳 移動 現存
     ック サイド・ドゥ・エム　１Ｆ (医       1) 平25.12.24
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4888220,750.4 湘南台メンタルクリニ〒252-0804 0466-43-2539片桐　裕子 片桐　裕子 平19. 4. 1神   精   心内診療所
     藤医750 ック 藤沢市湘南台２－４－１　６３田常　勤:    1 交代 現存
     中ビル２Ａ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4889220,755.3 西郡医院 〒252-0804 0466-44-2791医療法人　克眞会　理西郡　克郎 平19. 5. 1内   小   消  診療所
     藤医755 藤沢市湘南台７－５０－５ 常　勤:    1事長　西郡　克郎 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4890220,756.1 ぬまた内科呼吸器科 〒251-0002 0466-29-5001医療法人社団　ぬまた沼田　博行 平19. 5. 1内   呼   循  診療所
     藤医756 藤沢市大鋸１－２－１８藤沢ホス常　勤:    1内科呼吸器科　理事長 組織変更 アレ 現存
     ピタリティパーク３階 (医       1)　沼田　博行 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4891220,759.5 山崎クリニック 〒251-0042 0466-21-8955山崎　安信 山崎　安信 平19. 7.15胃   内   外  診療所
     藤医759 藤沢市辻堂新町１－１－１５　２常　勤:    1 新規 こう 現存
     Ｆ (医       1) 平25. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4892220,760.3 さくだ脳神経外科クリ〒251-0024 0466-55-3151医療法人社団　日和会作田　和茂 平19. 8. 1脳外 神内 診療所
     藤医760 ニック 藤沢市鵠沼橘１－１７－１１　順常　勤:    1　理事長　作田　和茂 組織変更 現存
     天ビル本館１０１号室 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4893220,761.1 しまぬき医院 〒251-0045 0466-33-3550島貫　郁 島貫　郁 平19. 9. 1小   診療所
     藤医761 藤沢市辻堂東海岸１－１０－１９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
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 4894220,763.7 こうの眼科クリニック〒251-0047 0466-37-0881医療法人　紀雄会　理河野　智英子 平23. 4. 1眼   診療所
     藤医763 藤沢市辻堂１－２－２　リストレ常　勤:    1事長　河野　智英子 移動 現存
     ジデンス辻堂タワー３Ｆ　Ｂ－３(医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4895220,764.5 藤沢本町ファミリーク〒251-0875 0466-80-5815医療法人社団　孝誠佑松木　孝道 平19.11. 1一般        19診療所
     藤医764 リニック 藤沢市本藤沢１－１－８ 常　勤:    2覚会　理事長　松木　 組織変更 内   現存
     (医       2)孝道 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4896220,765.2 医療法人社団　いしず〒252-0805 0466-44-5955医療法人社団　いしず耕納　光宏 平20. 1. 1精神       109病院
     (226,765.6) え　湘南敬愛病院 藤沢市円行１－１３－７ 常　勤:    3え　理事長　佐藤　新 組織変更 精   神   内  現存
     藤医765 (医       2)吾 平26. 1. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4897220,766.0 石神胃腸科内科小児科〒251-0044 0466-36-6377石神　邦孝 石神　邦孝 平20. 2. 1胃   内   小  診療所
     藤医766 医院 藤沢市辻堂太平台１－３－２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4898220,767.8 辻堂レディースクリニ〒251-0047 0466-21-9057林田　英樹 林田　英樹 平20. 3.15産婦 診療所
     藤医767 ック 藤沢市辻堂２－７－１湘南パール常　勤:    1 新規 現存
     ビル５Ｆ (医       1) 平26. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4899220,769.4 辻堂高砂クリニック 〒251-0047 0466-34-3923医療法人社団　朝陽会藤倉　覺 平20. 5. 1内   放   他  診療所
     藤医769 藤沢市辻堂６－４－３ 常　勤:    1　理事長　藤倉　覺 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4900220,771.0 江ノ島整形外科・外科〒251-0037 0466-31-0787医療法人社団　快晴会山川　秀之 平20. 6. 1整外 外   リハ診療所
     藤医771 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ常　勤:    1　理事長　朝長　昭仁 新規 皮   現存
     ラッシング・ウェーブ江ノ島４Ｆ(医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4901220,772.8 湘南ライフ内科クリニ〒251-0037 0466-31-0785医療法人社団　快晴会戸枝　弘之 平20. 6. 1他   診療所
     藤医772 ック 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ常　勤:    1　理事長　朝長　昭仁 新規 現存
     ラッシング・ウェーブ江ノ島４Ｆ(医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4902220,774.4 山口クリニック 〒252-0802 0466-41-0333山口　邦彦 山口　邦彦 平20. 6. 1内   外   皮  診療所
     藤医774 藤沢市高倉２３３２－１ 常　勤:    1 新規 小   他   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 4903220,775.1 こばやし皮ふ科クリニ〒251-0024 0466-28-4112医療法人　こばやし皮小林　誠一郎 平20. 6. 1皮   アレ 診療所
     藤医775 ック 藤沢市鵠沼橘１－１－８Ｄｒ．Ｈ常　勤:    1ふ科クリニック科　理 組織変更 現存
     ＡＴＡ　ＣＬＩＮＩＣ　ＢＬＤＧ(医       1)事長　小林　誠一郎 平26. 6. 1
     　３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4904220,776.9 湘南あおぞらクリニッ〒251-0861 0466-89-0603保利　敦 保利　敦 平20. 7.15内   他   診療所
     藤医776 ク 藤沢市大庭５５６０－１ユーミー常　勤:    1 新規 現存
     メディカルタウン大庭１Ｆ (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4905220,777.7 木村眼科医院 〒251-0037 0466-34-1341木村　哲也 木村　哲也 平20. 8. 1眼   診療所
     藤医777 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　３常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4906220,779.3 湘南なぎさ診療所 〒251-0055 0466-29-9775医療法人社団　南星会松本　達也 平20.12. 1内   外   皮  診療所
     藤医779 藤沢市南藤沢１５－１５　Ｗｅｌ常　勤:    4　理事長　島田　栄治 組織変更 精   ひ   放  現存
     ｌ　ＢＥ　１番館４Ｆ (医       4) 平20.12. 1リハ 整外 眼  
     非常勤:   32 他   
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4907220,780.1 河合耳鼻咽喉科医院 〒252-0804 0466-43-6855河合　信孝 河合　信孝 平21. 1. 1耳い 診療所
     藤医780 藤沢市湘南台２－７－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4908220,783.5 丸山医院 〒251-0056 0466-36-8709丸山　哲生 丸山　哲生 平21. 3. 1内   小   診療所
     藤医783 藤沢市羽鳥２－２－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4909220,787.6 越野小児科 〒251-0047 0466-36-6863越野　浩江 越野　浩江 平21. 4.13小   診療所
     藤医787 藤沢市辻堂２－４－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 4.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4910220,788.4 かわな整形外科 〒251-0015 0466-54-5758都谷　治利 都谷　治利 平21. 6. 1整外 外   リハ診療所
     藤医788 藤沢市川名２５６－１３ナーサリ常　勤:    1 新規 現存
     ー湘南１０２ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4911220,789.2 ほしの内科クリニック〒251-0052 0466-29-0320医療法人　星和会　理星野　和彦 平21. 6. 1内   診療所
     藤医789 藤沢市藤沢２－１－１８　 常　勤:    1事長　星野　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4912220,792.6 つちや眼科 〒251-0042 0466-37-1008医療法人諒生会　理事土屋　款 平22. 1. 1眼   診療所
     藤医792 藤沢市辻堂新町４－１－１湘南モ常　勤:    2長　土屋　款 交代 現存
     ールフィル２Ｆ (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4913220,795.9 たかはしクリニック 〒251-0016 0466-23-6133髙橋　涼子 髙橋　涼子 平22. 3. 1内   他   診療所
     藤医795 藤沢市弥勒寺４－１－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4914220,796.7 医療法人社団　芳晴会〒252-0816 0466-89-0055医療法人社団　芳晴会李　芳男 平22. 4. 1一般 診療所
     藤医796 　愛児レディースクリ藤沢市遠藤２９５７－１ 常　勤:    1　理事長　李　芳男 新規     一般    13現存
     ニック (医       1) 平22. 4. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4915220,797.5 尾崎クリニック 〒251-0026 0466-25-2210石塚　修悟 石塚　修悟 平22. 4. 1内   リウ 診療所
     藤医797 藤沢市鵠沼東１－１　玉半ビル　常　勤:    1 交代 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4916220,800.7 あべともここどもクリ〒252-0804 0466-42-6785医療法人　めぐみの会佐々木　由佳 平22. 5. 1小   診療所
     藤医800 ニック 藤沢市湘南台３－７－１２　湘南常　勤:    1　理事長　佐々木　由 交代 現存
     台クリニックビル２０２ (医       1)佳 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4917220,801.5 いけだ耳鼻咽喉科 〒251-0052 0466-22-1187池田　陽一 池田　陽一 平22. 6. 1耳い 診療所
     藤医801 藤沢市藤沢２－１－１８山本ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4918220,802.3 たがわ皮フ科形成外科〒251-0042 0466-33-8741医療法人たがわ皮フ科田川　一夫 平22. 6. 1皮   形外 診療所
     藤医802 藤沢市辻堂新町１－４－３２　フ常　勤:    1形成外科　理事長　田 交代 現存
     ラワービルⅡ　３Ｆ (医       1)川　一夫 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4919220,803.1 石田胃腸科医院 〒251-0871 0466-81-2638石田　秀樹 石田　秀樹 平22. 6. 1内   皮   他  診療所
     藤医803 藤沢市善行２－１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4920220,804.9 杉山内科クリニック 〒251-0043 0466-31-0310医療法人社団　杉山内杉山　睦 平22. 6. 1内   他   診療所
     藤医804 藤沢市辻堂元町５－１３－２５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 交代 現存
     (医       1)　杉山　睦 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4921220,805.6 湘南クリニック 〒251-0875 0466-90-0150医療法人社団　湘南中寒河江　三太郎 平22. 9. 1内   ひ   整外診療所
     藤医805 藤沢市本藤沢１－１０－１４　１常　勤:    2央会　理事長　山下　 新規 他   現存
     Ｆ (医       2)功 平22. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4922220,806.4 のなかこどもクリニッ〒251-0037 0466-31-0555野中　善治 野中　善治 平22.12. 1小   アレ 診療所
     藤医806 ク 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ常　勤:    1 新規 現存
     ラッシングウェーブ江の島４Ｆ (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4923220,807.2 こうレディースクリニ〒251-0037 0466-34-7788黄　宗聖 黄　宗聖 平22.12. 1婦   形外 内  診療所
     藤医807 ック・江ノ島 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　プ常　勤:    1 新規 皮   現存
     ラッシングウェーブ江の島３Ｆ (医       1) 平22.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4924220,808.0 湘南長寿園病院 〒251-0051 0466-82-7311医療法人社団　湘南シ松川　フレディ 平22.11. 1療養       120病院
     藤医808 藤沢市白旗１－１１－１ 常　勤:    4ルバーサポート　理事 交代 介護        60現存
     (医       4)長　松川　フレディ 平22.11. 1内   リハ 他  
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4925220,809.8 すが内科クリニック 〒252-0804 0466-45-5557医療法人　湘樹会　理菅　誠 平22.12. 1内   他   診療所
     藤医809 藤沢市湘南台２－８－７　ライオ常　勤:    1事長　菅　誠 交代 現存
     ンズマンション湘南台１Ｆ (医       1) 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4926220,810.6 湘南レディースクリニ〒251-0023 0466-55-5066医療法人社団　たんぽ苅谷　卓昭 平24. 1. 1産   婦   診療所
     藤医810 ック 藤沢市鵠沼花沢町１－１２　第５常　勤:    1ぽ会　理事長　苅谷　 移動 現存
     相澤ビル６Ｆ (医       1)卓昭 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4927220,812.2 本鵠沼耳鼻咽喉科 〒251-0028 0466-33-2777中之坊　学 中之坊　学 平23. 4. 1耳い 診療所
     藤医812 藤沢市本鵠沼３－１２－３７　ク常　勤:    1 新規 現存
     リエート湘南第６ビル２Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4928220,813.0 湘南ライフタウン診療〒251-0861 0466-86-8821医療法人社団　南星会山内　毅 平23. 4. 1内   精   整外診療所
     藤医813 所 藤沢市大庭５５２６－２　藤沢エ常　勤:    4　理事長　島田　栄治 新規 リハ 皮   ひ  現存
     デンの園Ｂ１Ｆ (医       4) 平23. 4. 1眼   他   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4929220,817.1 ＣｏＣｏＣｌｉｎｉｃ〒251-0038 0466-55-3988医療法人　真理会　理勝田　眞理子 平23. 4. 1小   アレ 診療所
     藤医817 藤沢市鵠沼松が岡３－２－１３ 常　勤:    1事長　勝田　眞理子 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4930220,818.9 たかばやし胃腸科クリ〒251-0024 0466-24-4114医療法人社団　高湘会髙林　司 平23. 4. 1内   外   他  診療所
     藤医818 ニック 藤沢市鵠沼橘１－１－８　藤沢メ常　勤:    1　理事長　髙林　司 交代 現存
     ディカルビレッジ５Ｆ・６Ｆ (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4931220,819.7 産婦人科 田クリニッ〒251-0861 0466-88-1103医療法人社団　湘洋会 田　洋一 平22.11. 1一般        19診療所
     藤医819 ク 藤沢市大庭５０６１－４ 常　勤:    6　理事長　 田　洋一 交代 産   婦   麻  現存
     (医       6) 平22.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4932220,820.5 湘南鵠沼産婦人科 〒251-0031 0466-55-0070今村　利朗 今村　利朗 平23. 6. 1一般        19診療所
     藤医820 藤沢市鵠沼藤が谷１－７－１０ 常　勤:    2 新規 産婦 現存
     (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4933220,821.3 医療法人社団　久善会〒251-0052 0466-29-8810医療法人社団　久善会矢野　善己 平23. 6. 1内   心外 他  診療所
     藤医821 　やのハートクリニッ藤沢市藤沢１０９９－５ 常　勤:    1　理事長　矢野　善己 交代 現存
     ク (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4934220,822.1 長後整形外科 〒252-0801 0466-41-0101駒田　朋秀 駒田　朋秀 平23. 7. 1整外 リハ 診療所
     藤医822 藤沢市長後７０６　ライフコート常　勤:    1 新規 現存
     長後１０５ (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4935220,823.9 グリーン内科 〒252-0801 0466-43-8088守谷　昭彦 守谷　昭彦 平23. 7. 1内   他   診療所
     藤医823 藤沢市長後７０６　ライフコート常　勤:    1 新規 現存
     長後１０１ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4936220,825.4 すが皮ふ科 〒252-0804 0466-41-0666医療法人　湘樹会　理菅　千束 平23.11. 1皮   診療所
     藤医825 藤沢市湘南台２－８－７ライオン常　勤:    1事長　菅　誠 交代 現存
     ズマンション湘南台１Ｆ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4937220,827.0 医療法人社団　喜望会〒252-0804 0466-42-6801医療法人社団　喜望会 田　喜比古 平23.11. 1脳外 神内 診療所
     藤医827 　つじた脳神経外科 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台常　勤:    1　理事長　 田　喜比 交代 現存
     クリニックビル１Ｆ (医       1)古 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4938220,828.8 湘南台はた眼科 〒252-0804 0466-44-2121医療法人社団　淳友会秦　淳也 平23.12. 1眼   診療所
     藤医828 藤沢市湘南台１－４－２ピノスビ常　勤:    1　理事長　秦　淳也 交代 現存
     ル　４Ｆ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4939220,831.2 善行団地石川医院 〒251-0877 0466-82-1377石川　範和 石川　範和 平24. 1. 1内   小   他  診療所
     藤医831 藤沢市善行団地３－１６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4940220,832.0 山﨑脳神経外科クリニ〒251-0871 0466-81-3183医療法人社団　孝志会山﨑　孝正 平24. 1. 1脳外 外   神内診療所
     藤医832 ック 藤沢市善行１－２０－６ 常　勤:    1　理事長　山﨑　孝正 交代 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4941220,834.6 泌尿器科湘南諏訪クリ〒252-0801 0466-43-5566諏訪　裕 諏訪　裕 平24. 4. 1ひ   診療所
     藤医834 ニック 藤沢市長後７０６ライフコート長常　勤:    1 新規 現存
     後１０７ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4942220,835.3 長後えんどう眼科 〒252-0801 0466-44-8833遠藤　要子 遠藤　要子 平24. 4. 1眼   診療所
     藤医835 藤沢市長後７０６ライフコート長常　勤:    1 新規 現存
     後１０３ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4943220,837.9 医療法人社団永康会　〒252-0804 0466-45-0150医療法人社団永康会　外山　勝英 平24. 4. 1他   診療所
     藤医837 湘南台じんクリニック藤沢市湘南台１－１０－６カルチ常　勤:    1理事長　安藤　和弘 新規 現存
     ャー湘南台ビル１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4944220,839.5 辻堂ベイサイド眼科 〒251-0041 0466-86-7335医療法人社団　盛光会永川　理恵 平24. 4. 1眼   診療所
     藤医839 藤沢市辻堂神台１－３－１湘南辻常　勤:    1　理事長　宮川　達夫 交代 現存
     堂Ｓ．Ｃ．３Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4945220,840.3 丸田整形外科 〒251-0027 0466-54-3411丸田　喜美子 丸田　喜美子 平24. 5. 1整外 診療所
     藤医840 藤沢市鵠沼桜が岡２－１０－２６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4946220,841.1 高橋まことクリニック〒252-0815 0466-89-4351高橋　誠 高橋　誠 平24. 5. 1内   皮   他  診療所
     藤医841 藤沢市石川１－１－２０ＳＣビル常　勤:    1 新規 現存
     　２Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 4947220,842.9 藤沢プラザ眼科 〒251-0026 0466-28-5553小山　あいり 小山　あいり 平24. 5. 1眼   診療所
     藤医842 藤沢市鵠沼東６－１藤沢プラザ南常　勤:    1 新規 現存
     館　１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4948220,843.7 吉田内科腎クリニック〒252-0825 0466-49-5557吉田　和彦 吉田　和彦 平24. 5. 1内   他   診療所
     藤医843 藤沢市獺郷１８０－３御所見第２常　勤:    1 新規 現存
     メディカルビル１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4949220,844.5 上林整形クリニック 〒251-0028 0466-36-2226医療法人　仁優会　理上林　洋二 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     藤医844 藤沢市本鵠沼３－１２－３７　ク常　勤:    1事長　上林　洋二 交代 現存
     リエート湘南第６ビル　２Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4950220,845.2 辻堂金沢内科クリニッ〒251-0041 0466-86-7706医療法人　金沢内科ク平林　良樹 平24. 6. 1内   他   診療所
     藤医845 ク 藤沢市辻堂神台２－２－１アイク常　勤:    1リニック　理事長　田 新規 現存
     ロス湘南１Ｆ (医       1)中　俊一 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4951220,847.8 梅津クリニック 〒251-0047 0466-35-4511梅津　清和 梅津　清和 平24. 7. 1ひ   内   診療所
     藤医847 藤沢市辻堂２－９－３辻堂プルミ常　勤:    1 新規 現存
     エビル２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4952220,849.4 さいとう内科小児科ク〒251-0047 0466-30-3500齋藤　希人 齋藤　希人 平24.10. 1内   小   他  診療所
     藤医849 リニック 藤沢市辻堂元町４－７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4953220,850.2 森整形外科医院 〒251-0047 0466-90-3630森　秀胤 森　秀胤 平24.10. 1整外 リハ 診療所
     藤医850 藤沢市辻堂元町４－７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4954220,852.8 藤沢メンタル・漢方ク〒251-0023 0466-55-0556手塚　健太郎 手塚　健太郎 平24.11. 1心内 精   他  診療所
     藤医852 リニック 藤沢市鵠沼花沢町１３－９　ハナ常　勤:    1 新規 現存
     ザワビル３Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4955220,853.6 医療法人徳洲会　湘南〒251-0041 0466-35-1177医療法人徳洲会　理事篠崎　伸明 平24.10. 1一般       419病院
     藤医853 藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台１－５－１ 常　勤:  107長　鈴木　隆夫 移動 内   神内 外  現存
     (医     107) 平24.10. 1呼外 脳外 心外
     非常勤:    1 整外 形外 産  
     (医       1) 婦   小   眼  
     耳い ひ   皮  
     放   麻   リハ
     呼内 アレ 病理
     消内　循内　腫
     内　腎内　消外
     　乳外　人透内
     　肛外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4956220,854.4 ほしの眼科クリニック〒251-0045 0466-90-5972星野　智弘 星野　智弘 平24.12. 1眼   診療所
     藤医854 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０常　勤:    1 新規 現存
     湘南メディカルビル２Ｆ－Ｂ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4957220,855.1 マリソル整形外科 〒251-0045 0466-47-7870山本　さゆり 山本　さゆり 平24.12. 1整外 リハ 診療所
     藤医855 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０常　勤:    1 新規 現存
     湘南メディカルビル３Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4958220,856.9 小林整形外科・外科 〒252-0804 0466-45-5181医療法人社団　小林整小林　和男 平24.12. 1整外 外   リハ診療所
     藤医856 藤沢市湘南台５－７－１７ 常　勤:    2形外科・外科　理事長 交代 他   現存
     (医       2)　小林　和男 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4959220,858.5 湘南第一病院 〒252-0804 0466-44-7111嶋村　浩市 嶋村　浩市 平25. 2.13一般        94病院
     藤医858 藤沢市湘南台１－１９－７ 常　勤:   10 交代 内   外   整外現存
     (医      10) 平25. 2.13リウ 皮   リハ
     非常勤:    4 麻   放   他  
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4960220,859.3 ことり内科クリニック〒252-0804 0466-53-7100天門　淳子 天門　淳子 平25. 5. 1内   他   診療所
     藤医859 藤沢市湘南台２－２－１シーライ常　勤:    1 新規 現存
     ト湘南１Ａ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4961220,860.1 湘南吉田クリニック 〒251-0055 0466-54-0556吉田　猛 吉田　猛 平25. 5. 1心内 精   診療所
     藤医860 藤沢市南藤沢１８－１リード藤沢常　勤:    1 新規 現存
     ビル　５Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4962220,861.9 白旗なのはなクリニッ〒251-0052 0466-55-2511龍瀧　憲治 龍瀧　憲治 平25. 6. 1内   小   診療所
     藤医861 ク 藤沢市藤沢２－３－１５トレアー常　勤:    1 新規 現存
     ジュ白旗２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
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 4963220,862.7 メディカルパーク湘南〒252-0804 0466-41-0331医療法人社団　桐杏会田中　雄大 平25. 5. 1一般        15診療所
     藤医862 藤沢市湘南台１－２４－７ 常　勤:    3　理事長　田中　雄大 交代 産   婦   他  現存
     (医       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4964220,863.5 しらゆりクリニック 〒251-0047 0466-52-4141医療法人聖和会　理事竹田　正樹 平25. 6. 1心内 内   精  診療所
     藤医863 藤沢市辻堂２－７－１６ＳＨＯＮ常　勤:    1長　竹田　正樹 交代 現存
     ＡＮ　ＳＡＫＵＲＡＩ　ＢＵＩＬ(医       1) 平25. 6. 1
     ＤＩＮＧ　２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4965220,864.3 湘南台　腎泌尿器・漢〒252-0804 0466-41-2566友田　岳志 友田　岳志 平25. 7. 1他   診療所
     藤医864 方クリニック 藤沢市湘南台２－７－１２門倉第常　勤:    1 新規 現存
     ２湘南台ビル１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4966220,865.0 辻堂内科診療所 〒251-0047 0466-52-5855坂本　榮一 坂本　榮一 平25.10. 1内   外   診療所
     藤医865 藤沢市辻堂２－１２－１３ 常　勤:    2 新規 消内　肛外 現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4967220,866.8 長後クリニック 〒252-0801 0466-54-8441医療法人社団　湘南中三木　浩栄 平25.10. 1内   診療所
     藤医866 藤沢市長後７０６ライフコート長常　勤:    1央会　理事長　山下　 新規 現存
     後１０２ (医       1)功 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4968221,000.3 山下湘南夢クリニック〒251-0025 0466-55-5011医療法人社団煌の会　山下　直樹 平25.12. 1婦   診療所
     藤医1000 藤沢市鵠沼石上１－２－１０ウェ常　勤:    2理事長　山下　直樹 交代 現存
     ルビーズ藤沢４Ｆ (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4969221,001.1 あいあい耳鼻咽喉科医〒251-0042 0466-33-8749医療法人愛 会　理事稲垣　幹矢 平25.12. 1耳い 診療所
     藤医1001 院 藤沢市辻堂新町１－２－２３プリ常　勤:    1長　稲垣　幹矢 交代 現存
     メロ湘南１Ｆ－Ａ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4970221,002.9 湘南台東口クリニック〒252-0804 0466-43-5115陳　栄晃 陳　栄晃 平26. 1. 1内   診療所
     藤医1002 藤沢市湘南台１－１－１湘南台ダ常　勤:    1 交代 透内 現存
     イヤモンドマンション１Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4971221,003.7 ふくだクリニック 〒251-0047 0466-30-1333福田　直人 福田　直人 平26. 4. 1内   診療所
     藤医1003 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘常　勤:    1 新規 消内 現存
     南３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
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 4972221,004.5 辻堂東海岸クリニック〒251-0045 0466-34-6006栁田　優子 栁田　優子 平26. 4.14内   外   診療所
     藤医1004 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０常　勤:    1 新規 消内 現存
     湘南メディカルビル１Ｆ (医       1) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4973221,005.2 湘南台しらがクリニッ〒252-0804 0466-41-4192医療法人雄爽会　理事白神　敏雄 平26. 4. 1内   外   診療所
     藤医1005 ク 藤沢市湘南台１－１－６湘南台ク常　勤:    1長　白神　敏雄 交代 現存
     リニックビル　３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4974221,006.0 池上整形外科 〒251-0031 0466-26-3711医療法人社団亮仁会　池上　亮介 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     藤医1006 藤沢市鵠沼藤が谷２－１－２１ 常　勤:    1理事長　池上　亮介 交代 ペイン外 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4975221,007.8 別府医院 〒251-0016 0466-26-1515別府　倫兄 別府　倫兄 平26. 5. 1外   内   整外診療所
     藤医1007 藤沢市弥勒寺１－２３－１０ 常　勤:    1 組織変更 肛外 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4976221,008.6 みむら脳神経外科 〒252-0813 0466-81-8686味村　俊郎 味村　俊郎 平26. 6. 1脳外 神内 診療所
     藤医1008 藤沢市亀井野２－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4977221,009.4 湘南台いなほクリニッ〒252-0804 0466-53-8590医療法人社団　みのり藤原　正三 平26. 6. 1内   精   診療所
     藤医1009 ク 藤沢市湘南台２－１０－１２グラ常　勤:    1会　理事長　都甲　崇 新規 現存
     ン・コスタ湘南　５Ｆ５０１ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4978221,010.2 堂いなほクリニック〒251-0047 0466-53-8218医療法人社団　みのり齋藤　英之 平26. 6. 1精   心内 診療所
     藤医1010 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘常　勤:    2会　理事長　都甲　崇 新規 現存
     南　３Ｆ西側 (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4979221,011.0 藤沢在宅クリニック 〒251-0055 0466-50-2399米田　浩基 米田　浩基 平26. 6. 1内   診療所
     藤医1011 藤沢市南藤沢１７－１６秋山ビル常　勤:    1 新規 現存
     Ⅱ　２Ｆ２０１ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4980221,012.8 おおたけ眼科　湘南台〒252-0815 0466-47-9296三宅　功二 三宅　功二 平26. 7. 7眼   診療所
     藤医1012 医院 藤沢市石川６－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4981221,013.6 堂南口耳鼻科 〒251-0047 0466-33-2233医療法人藤医会　理事藤野　明人 平26. 7. 1耳い 診療所
     藤医1013 藤沢市辻堂１－２－２　リストレ常　勤:    1長　藤野　明人 交代 現存
     ジデンス辻堂タワー３Ｆ　Ｂ－２(医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4982221,014.4 湘南レディースクリニ〒251-0041 0466-31-1520医療法人社団　たんぽ五十嵐　雄一 平26. 8. 1婦   産   診療所
     藤医1014 ック辻堂ＣーＸ 藤沢市辻堂神台２－２－１アイク常　勤:    1ぽ会　理事長　苅谷　 新規 現存
     ロス湘南４Ｆ (医       1)卓昭 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4983221,015.1 いちごクリニック 〒252-0801 0466-44-0115一般財団法人聖マリア有川　謙二郎 平26. 8. 1内   皮   心内診療所
     藤医1015 藤沢市長後１１６３－２ 常　勤:    1ンナ会　理事長　赤尾 新規 精   現存
     (医       1)　保志 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4984221,016.9 瀬戸山産婦人科 〒252-0804 0466-43-3335瀬戸山　 也 瀬戸山　 也 平26. 8. 1産婦 診療所
     藤医1016 藤沢市湘南台７－５２－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4985221,017.7 野沢内科循環器内科 〒251-0037 0466-36-2055野澤　直樹 野澤　直樹 平26. 7.22内   診療所
     藤医1017 藤沢市鵠沼海岸２－５－１８ＭＫ常　勤:    1 交代 循内 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平26. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4986221,018.5 医療法人社団仁聖会　〒251-0055 0466-26-7888医療法人社団仁聖会　坂東　敬介 平26. 9. 1内   リウ 皮  診療所
     藤医1018 ふじさわ富田クリニッ藤沢市南藤沢１９－１３一水ビル常　勤:    1理事長　富田　一郎 新規 消内　肛外 現存
     ク ４Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4987221,019.3 こうのクリニック辻堂〒251-0047 0466-47-7708医療法人紀雄会　理事越野　善雄 平26. 9. 1小   眼   診療所
     藤医1019 西口 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘常　勤:    1長　河野　智英子 新規 現存
     南４Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4988221,020.1 湘南藤沢鈴木眼科内科〒252-0813 0466-54-7850鈴木　高佳 鈴木　高佳 平26.10. 1眼   内   診療所
     藤医1020 クリニック 藤沢市亀井野２５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
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 4989221,021.9 工藤メンタルクリニッ〒251-0052 0466-47-9400工藤　潤一郎 工藤　潤一郎 平26.10. 1心内 精   診療所
     藤医1021 ク 藤沢市藤沢６００ＡＳＭｂｕｉｌ常　勤:    1 新規 現存
     ｄｉｎｇ４階Ａ号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4990221,022.7 すくすくあかちゃんこ〒251-0871 0466-90-3950野渡　正彦 野渡　正彦 平26.10. 1小   診療所
     藤医1022 どもクリニック 藤沢市善行２－１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4991221,023.5 リーヴァレディースク〒251-0041 0466-54-8827櫻庭　志乃 櫻庭　志乃 平26.11. 1産婦 診療所
     藤医1023 リニック 藤沢市辻堂神台１－３－３９オザ常　勤:    1 新規 女内 現存
     ワビル４Ｆ　４０２ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4992221,025.0 わかきｋｉｄｓ’クリ〒251-0021 0466-53-9501若木　均 若木　均 平26.11. 1小   診療所
     藤医1025 ニック 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９湘常　勤:    1 新規 現存
     南クリニックビル３Ｆ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4993980,537.5 神奈川県立総合療育相〒252-0813 0466-84-5700神奈川県知事 原口　光代 平 8. 4. 1一般        19診療所
     藤医537 談センター 藤沢市亀井野３１１９ 常　勤:    4 その他 小   整外 リハ現存
     (医       4) 平23. 4. 1精   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4994230,003.6 医療法人　小林病院 〒250-0011 0465-22-3161医療法人小林病院　理羽鳥　信郎 昭32. 7.15一般       103病院
     (236,003.0) 小田原市栄町１－１４－１８ 常　勤:   12事長　小林　泉 療養        48療養病床
     小医3 (医      11) 平23. 7.15介護        12現存
     (歯       1) 内   外   整外
     非常勤:   22 脳外 放   ひ  
     (医      21) 婦   消   神内
     (歯       1) 循   麻   リハ
     歯   小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4995230,005.1 小田原市国民健康保険〒250-0024 0465-29-0012小田原市長 大庭　健一 昭32. 7. 1内   診療所
     小医5 片浦診療所 小田原市根府川７７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4996230,011.9 医療法人　同愛会　小〒250-0012 0465-24-3121医療法人同愛会　理事小澤　顯一 昭32. 9.20一般       202病院
     (236,011.3) 澤病院 小田原市本町１－１－１７ 常　勤:   17長　小澤　顯一 内   外   呼外現存
     小医11 (医      15) 平23. 9.20整外 婦   眼  
     (歯       2) ひ   皮   リウ
     非常勤:   43 リハ 歯外 呼内
     (医      42) 神内 他   
     (歯       1) 循内　血内　腎
     内（人透）　糖
     ・代内　消内　
     消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4997230,014.3 医療法人社団　温知会〒250-0012 0465-23-3111医療法人社団温知会　間中　信也 昭32. 9.20一般 病院
     小医14 　間中病院 小田原市本町４－１－２６ 常　勤:    7間中　純也     一般    90現存
     (医       7) 平23. 9.20内   呼   胃  
     非常勤:   41 循   外   整外
     (医      41) 形外 美外 脳外
     小外 皮   ひ  
     こう 眼   リハ
     麻   心内 消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4998230,078.8 公益財団法人積善会　〒250-0203 0465-42-1630公益財団法人積善会　長谷川　剛 昭32. 9.20精神       399病院
     (236,078.2) 曽我病院 小田原市曽我岸１４８ 常　勤:   12理事長　長谷川　隆三 精   内   歯  現存
     小医78 (医      12) 平23. 9.20
     非常勤:   23
     (医      20)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4999230,081.2 小田原市立病院 〒250-0055 0465-34-3175小田原市長 白須　和裕 昭33. 6.23一般       417地域支援
     小医81 小田原市久野４６ 常　勤:   95 内   精   神内病院
     (医      95) 平24. 6.23小   外   整外現存
     非常勤:   22 形外 脳外 呼外
     (医      22) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   リハ
     放   麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5000230,101.8 岡本医院 〒250-0011 0465-22-7027岡本　行雄 岡本　行雄 平 5. 9. 1内   小   診療所
     小医101 小田原市栄町４－１０－２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5001230,107.5 医療法人清輝会　国府〒256-0811 0465-47-2225医療法人清輝会　理事物部　長承 昭37. 4. 1精神       260病院
     小医107 津病院 小田原市田島１２５ 常　勤:    7長　江良　晉 精   現存
     (医       7) 平22. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
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 5002230,112.5 医療法人尽誠会　山近〒256-0815 0465-47-7151医療法人尽誠会　理事杉田　輝地 昭37.12. 1一般       152病院
     小医112 記念総合病院 小田原市小八幡３－１９－１４ 常　勤:    9長　杉田　輝地 内   外   整外現存
     (医       9) 平22.12. 1脳外 形外 産婦
     非常勤:   51 眼   耳い 皮  
     (医      51) ひ   リハ 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5003230,120.8 村岡胃腸科外科医院 〒250-0856 0465-36-3609村岡　芳樹 村岡　芳樹 昭39. 5. 1内   消   外  診療所
     小医120 小田原市新屋７０ 常　勤:    1 整外 皮   ひ  現存
     (医       1) 平24. 5. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5004230,131.5 米山クリニック 〒250-0851 0465-36-0430米山　磐 米山　 史 平 7. 1. 1内   小   放  診療所
     小医131 小田原市曽比２３５０ 常　勤:    2 移動 リハ 現存
     (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5005230,132.3 仁天堂医院 〒250-0004 0465-22-5188医療法人社団　恵愛会岡村　俊一郎 昭60. 2. 1内   外   整外診療所
     小医132 小田原市浜町１－４－１５ 常　勤:    1　理事長　岡村　俊一 胃   現存
     (医       1)郎 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5006230,139.8 医療法人財団報徳会　〒250-0001 0465-35-5773医療法人財団報徳会　原　俊介 昭41.11. 1一般        45病院
     小医139 西湘病院 小田原市扇町１－１６－３５ 常　勤:    5西湘病院　理事長　原 療養        57現存
     (医       5)　俊介 平22.11. 1内   外   整外
     非常勤:    8 脳外 形外 皮  
     (医       8) リハ 胃   循  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5007230,153.9 西川内科医院 〒250-0874 0465-47-2008西川　雅美 西川　雅美 昭45. 7.15内   胃   診療所
     小医153 小田原市鴨宮１５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5008230,160.4 医療法人　三暉会　永〒250-0874 0465-45-1131医療法人　三暉会　理永井　進 昭43. 9. 1一般        45病院
     小医160 井病院 小田原市鴨宮２１９－５ 常　勤:    1事長　永井　進 産婦 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5009230,171.1 高木整形外科医院 〒250-0865 0465-37-0081高木　馨 高木　馨 昭54. 5. 8一般         3診療所
     小医171 小田原市蓮正寺３１０－１ 常　勤:    2 療養        16現存
     (医       2) 平24. 5. 8整外 リハ 形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5010230,177.8 西湘診療所 〒250-0021 0465-24-1181社会福祉法人西湘福祉上村　等 昭51.12. 1内   診療所
     小医177 小田原市早川８５３ 常　勤:    1会　理事長　鈴木　洋 現存
     (医       1)子 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5011230,185.1 馬場医院 〒250-0875 0465-48-5588馬場　弘二郎 馬場　弘二郎 昭53. 2.15外   皮   ひ  診療所
     小医185 小田原市南鴨宮２－４６－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5012230,186.9 医療法人社団　帰陽会〒250-0042 0465-34-3444医療法人社団　帰陽会南　康平 昭53. 2. 1一般        53病院
     小医186 　丹羽病院 小田原市荻窪４０６ 常　勤:    3　理事長　南　康平 内   消   外  現存
     (医       3) 平23. 2. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5013230,189.3 医療法人邦友会　小田〒250-0045 0465-34-2860医療法人邦友会　理事小原　武博 昭53. 8. 1内   循   診療所
     小医189 原新幹線クリニック 小田原市城山１－４－１ 常　勤:    1長　二宮　健次 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5014230,193.5 財団法人長寿会　長寿〒250-0031 0465-24-0002財団法人長寿会　理事長尾　忠美 昭54. 3.15内   診療所
     小医193 園診療所 小田原市入生田４７５ 常　勤:    1長　加藤　伸一 現存
     (医       1) 平24. 3.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5015230,197.6 山口耳鼻咽喉科栢山分〒250-0852 0465-37-3387山口　麗 山口　麗 昭55. 2.15耳い 診療所
     小医197 院 小田原市栢山２６６０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5016230,200.8 窪倉神経更生院 〒250-0055 0465-34-3980窪倉　明雄 窪倉　明雄 昭56. 2. 7精神        18診療所
     小医200 小田原市久野２３７ 常　勤:    1 内   神   精  現存
     (医       1) 平23. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5017230,201.6 医療法人邦友会　小田〒250-0873 0465-48-7211医療法人邦友会　理事二宮　健次 昭56.11. 1一般        97病院
     小医201 原循環器病院 小田原市矢作２９６－１ 常　勤:   11長　二宮　健次 循   心外 現存
     (医      11) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5018230,204.0 石井医院 〒250-0055 0465-35-5855石井　出 石井　出 昭58. 9.15内   胃   診療所
     小医204 小田原市久野１１１０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5019230,214.9 クリニック山田 〒250-0875 0465-47-7133山田　弘明 山田　弘明 昭61.11. 1内   精   神  診療所
     小医214 小田原市南鴨宮３－１２－４小島常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5020230,216.4 医療法人社団　唐木整〒250-0874 0465-48-6516医療法人社団唐木整形唐木　東海 平元. 9.19整外 リハ 診療所
     小医216 形外科 小田原市鴨宮１６２ 常　勤:    1外科　理事長　唐木　 現存
     (医       1)東海 平22. 9.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5021230,219.8 医療法人社団陽美会　〒250-0003 0465-35-1103医療法人社団陽美会　小澤　陽 昭63. 7. 1一般        13診療所
     小医219 よう産科婦人科クリニ小田原市東町２－６－２３ 常　勤:    1理事長　小澤　陽 産婦 小   内  現存
     ック (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5022230,221.4 小田原市休日夜間急患〒256-0816 0465-47-0823一般社団法人小田原医横田　俊一郎 昭63.12. 1内   小   眼  診療所
     小医221 診療所 小田原市酒匂２－３２－１６ 常　勤:    1師会　理事　横田　俊 耳い 現存
     (医       1)一郎 平21.12. 1
     非常勤:  117
     (医     117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5023230,222.2 耳鼻咽喉科濱田医院 〒250-0012 0465-24-3387医療法人恒真会　理事濱田　敬永 平元. 4. 1耳い 診療所
     小医222 小田原市本町１－４－１０ 常　勤:    1長　濱田　敬永 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5024230,223.0 桑田医院 〒250-0013 0465-23-3423医療法人社団桑田医院桑田　昱 平元. 4. 1一般         4診療所
     小医223 小田原市南町３－１－３５ 常　勤:    1　理事長　桑田　昱 内   小   産婦現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5025230,224.8 医療法人　武井内科医〒256-0812 0465-47-7113医療法人武井内科医院武井　和夫 平 8. 7. 1内   呼   循  診療所
     小医224 院 小田原市国府津４－３－１９ 常　勤:    1　理事長　武井　和夫 移動 神内 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5026230,232.1 医療法人社団愛和会　〒250-0004 0465-24-0188医療法人社団愛和会　神山　務 平元. 7. 1一般         2診療所
     小医232 かみやまアレルギー科小田原市浜町３－１１－５ 常　勤:    1理事長　神山　務 アレ 小   現存
     小児科クリニック (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5027230,234.7 医療法人社団　村田医〒250-0852 0465-36-0433医療法人社団　村田医村田　道治 平22. 1.12麻   内   小  診療所
     小医234 院 小田原市栢山４７３ 常　勤:    2院　理事長　村田　道 移動 皮   リハ 現存
     (医       2)治 平22. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5028230,235.4 鈴木内科医院 〒250-0854 0465-36-2812医療法人社団鈴木内科鈴木　徳雄 平元. 8. 1内   診療所
     小医235 小田原市飯田岡１２３－１４ 常　勤:    2医院　理事長　鈴木　 現存
     (医       2)徳雄 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5029230,236.2 医療法人社団　栢山診〒250-0851 0465-36-1096医療法人社団栢山診療臼井　健 平元. 8. 1胃   外   整外診療所
     小医236 療所 小田原市曽比２６５３－２ 常　勤:    1所　理事長　臼井　健 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5030230,238.8 医療法人社団　浜町小〒250-0004 0465-22-2238医療法人社団　浜町小遠藤　徳之 平18. 4. 1小   診療所
     小医238 児科医院 小田原市浜町１－１４－３ 常　勤:    1児科医院　理事長　遠 移動 現存
     (医       1)藤　徳之 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5031230,240.4 森本内科医院 〒250-0042 0465-35-3703医療法人社団森本内科森本　武志 平元.10. 1内   診療所
     小医240 小田原市荻窪４７２ 常　勤:    1医院　理事長　森本　 現存
     (医       1)武志 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5032230,241.2 螢田診療所 〒250-0865 0465-36-3230医療法人社団螢田診療小澤　優樹 平元.10. 1内   循   小  診療所
     小医241 小田原市蓮正寺３１０ 常　勤:    1所　理事長　小澤　優 現存
     (医       1)樹 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5033230,243.8 古藤内科小児科クリニ〒256-0816 0465-48-1292古藤　英明 古藤　英明 平 2. 5. 1内   小   診療所
     小医243 ック 小田原市酒匂５－１６－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5034230,244.6 戸沢皮膚科医院 〒250-0004 0465-22-4876医療法人社団戸沢皮膚戸沢　孝 平 2. 7. 1皮   診療所
     小医244 小田原市浜町１－１０－２９ 常　勤:    1科医院　理事長　戸沢 現存
     (医       1)　孝之 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5035230,247.9 菊地医院 〒250-0004 0465-22-2579医療法人社団　菊地医菊地　泰人 平 2.11. 1内   診療所
     小医247 小田原市浜町２－１－１３ 常　勤:    1院　理事長　菊地　泰 現存
     (医       1)人 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5036230,248.7 医療法人社団　伊藤医〒256-0812 0465-48-6418医療法人社団伊藤医院伊藤　進 平 2.11. 1内   胃   外  診療所
     小医248 院 小田原市国府津３－１０－４ 常　勤:    1　理事長　伊藤　進 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5037230,250.3 窪倉医院 〒250-0001 0465-34-6335医療法人社団窪倉医院窪倉　俊隆 平 3. 2. 1内   小   診療所
     小医250 小田原市扇町１－１２－１８ 常　勤:    2　理事長　窪倉　俊隆 現存
     (医       2) 平24. 2. 1
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 5038230,251.1 平原眼科クリニック 〒250-0875 0465-47-9330医療法人社団平原眼科平原　敦子 平17. 1.11眼   診療所
     小医251 小田原市南鴨宮３－４４－３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     (医       1)平原　敦子 平23. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5039230,252.9 医療法人　社団　山口〒256-0816 0465-47-5330医療法人社団山口医院山口　浩 平 3.11. 1内   消   循  診療所
     小医252 医院 小田原市酒匂１４０２－１ 常　勤:    2　理事長　山口　浩 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5040230,253.7 医療法人社団　福井内〒250-0872 0465-41-2227医療法人社団福井内科福井　光治郎 平16. 6.23内   消   放  診療所
     小医253 科消化器科クリニック小田原市中里３９２－１ 常　勤:    1消化器科クリニック　 移動 現存
     (医       1)理事長　福井　光治郎 平22. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5041230,258.6 近藤整形外科クリニッ〒250-0055 0465-35-7055近藤　秀丸 近藤　秀丸 平 5. 4. 1整外 リハ 診療所
     小医258 ク 小田原市久野７６６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5042230,260.2 中村内科クリニック 〒250-0855 0465-35-0880中村　瑞穂 中村　瑞穂 平 5. 8. 1内   診療所
     小医260 小田原市清水新田２７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5043230,265.1 医療法人社団　山屋整〒250-0863 0465-48-4565医療法人社団　山屋整山屋　智康 平 7. 1. 1整外 リハ 診療所
     小医265 形外科医院 小田原市飯泉８０４の２１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)山屋　智康 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5044230,267.7 佐伯眼科クリニック 〒250-0042 0465-32-1717佐伯　宏三 佐伯　宏三 平 7. 3.15一般        19診療所
     小医267 小田原市荻窪１７７２ 常　勤:    3 新規 眼   現存
     (医       3) 平22. 3.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5045230,268.5 医療法人社団　雨宮内〒250-0011 0465-23-7788医療法人社団　雨宮内雨宮　光 平23. 1. 1内   診療所
     小医268 科医院 小田原市栄町３－１５－２０ 常　勤:    1科医院　理事長　雨宮 移動 現存
     (医       1)　光 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5046230,269.3 根岸皮膚科 〒250-0011 0465-23-6336医療法人社団　片倉会根岸　晶 平24. 5. 1皮   診療所
     小医269 小田原市栄町２－１３－２８ 常　勤:    1　理事長　根岸　晶 移動 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5047230,270.1 鈴木整形外科医院 〒250-0045 0465-22-8645鈴木　淳 鈴木　淳 平 7. 6.15整外 診療所
     小医270 小田原市城山４－２３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 6.15
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 5048230,271.9 医療法人社団　富田医〒250-0205 0465-42-0822医療法人社団　富田医富田　さつき 平 7.11. 1内   診療所
     小医271 院 小田原市曽我別所７７７－６ 常　勤:    1院　理事長　富田　さ 組織変更 現存
     (医       1)つき 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5049230,274.3 高津クリニック 〒250-0045 0465-24-4300高津　修 高津　修 平26. 7. 1精   心内 診療所
     小医274 小田原市城山３－２２－９西口青常　勤:    1 移動 現存
     橋ビル　２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5050230,278.4 安藤眼科医院小田原ク〒250-0862 0465-38-0344医療法人社団　安藤眼安藤　浩 平 8. 9. 1一般         6診療所
     小医278 リニック 小田原市成田字諏訪脇１６８－５常　勤:    2科医院　理事長　安藤 新規 眼   現存
     (医       2)　浩 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5051230,279.2 循環器中町クリニック〒250-0005 0465-23-5911原　久美子 原　久美子 平 8. 9. 1内   循   診療所
     小医279 小田原市中町３－１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5052230,280.0 医療法人社団　横田小〒250-0051 0465-34-0666医療法人社団　横田小横田　俊一郎 平 9. 6. 1小   診療所
     小医280 児科医院 小田原市北ノ窪５１５－３ 常　勤:    1児科医院　理事長　横 移動 現存
     (医       1)田　俊一郎 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5053230,281.8 医療法人社団　かもの〒250-0875 0465-48-4133医療法人社団　かもの鈴木　正彦 平 8.12. 1耳い 診療所
     小医281 みや耳鼻咽喉科 小田原市南鴨宮３－３３－１６ 常　勤:    1みや耳鼻咽喉科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　鈴木　正彦 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5054230,283.4 古橋産婦人科 〒250-0013 0465-22-2716古橋　進一 古橋　進一 平 9. 6. 1一般         9診療所
     小医283 小田原市南町２－１－４３ 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5055230,285.9 かただ整形外科 〒250-0208 0465-36-7590医療法人　かただ整形片田　重彦 平 9.12. 1整外 リハ 診療所
     小医285 小田原市下大井字京田５７４－１常　勤:    1外科　理事長　片田　 組織変更 現存
     (医       1)重彦 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5056230,287.5 市川クリニック 〒250-0011 0465-21-1721市川　徹 市川　徹 平10. 5.15心内 精   神  診療所
     小医287 小田原市栄町２－７－３７ＫＴプ常　勤:    1 新規 内   現存
     ラザ３階 (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5057230,289.1 安間医院 〒250-0011 0465-23-3567医療法人　けやき会　安間　美津彦 平10. 6. 1内   小   診療所
     小医289 小田原市栄町２－７－１８ 常　勤:    1理事長　安間　美津彦 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
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 5058230,291.7 川邊小児科内科医院 〒256-0816 0465-47-2351医療法人　慈愛会　理川邊　修二 平10. 6. 2小   内   診療所
     小医291 小田原市酒匂５－１３－３８ 常　勤:    1事長　川邊　修二 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5059230,292.5 渡辺医院 〒250-0866 0465-38-2270渡邉　明人 渡邉　明人 平10.10. 1脳外 内   外  診療所
     小医292 小田原市中曽根７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5060230,293.3 上嶋内科循環器クリニ〒250-0011 0465-24-5611医療法人社団　上嶋循上嶋　十郎 平11. 6. 1内   循   診療所
     小医293 ック 小田原市栄町１－１４－９ 常　勤:    1環器クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　上嶋　十郎 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5061230,295.8 おかべ形成・整形外科〒250-0021 0465-23-1703岡部　勝行 岡部　勝行 平11. 7.15形外 整外 外  診療所
     小医295 クリニック 小田原市早川３－１－８ 常　勤:    1 新規 リハ 皮   内  現存
     (医       1) 平23. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5062230,296.6 井上医院 〒250-0863 0465-45-5557医療法人社団　井上会井上　曜三郎 平11.11. 1内   神内 小  診療所
     小医296 小田原市飯泉１８－３ 常　勤:    1　理事長　井上　昌彦 新規 現存
     (医       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5063230,297.4 医療法人　山田クリニ〒250-0034 0465-23-5522医療法人　山田クリニ山田　洋介 平12. 1. 1内   外   胃  診療所
     小医297 ック 小田原市板橋９５ 常　勤:    2ック　理事長　山田　 組織変更 ひ   心内 現存
     (医       2)洋介 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5064230,298.2 吉田整形外科医院 〒250-0001 0465-35-8780医療法人　仁知会　理吉田　知司 平12. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     小医298 小田原市扇町４－７－１５ 常　勤:    1事長　吉田　知司 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5065230,300.6 医療法人　高見澤クリ〒250-0001 0465-35-8786医療法人　高見澤クリ髙見澤　徹 平12. 1. 1循   小   内  診療所
     小医300 ニック 小田原市扇町４－７－１５ 常　勤:    1ニック　理事長　髙見 組織変更 現存
     (医       1)澤　徹 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5066230,301.4 医療生協かながわ生活〒250-0853 0465-39-1193医療生協かながわ生活勝又　勝 平12. 4. 1内   小   整外診療所
     小医301 協同組合　おだわら診小田原市堀之内２５３－１ 常　勤:    1協同組合　理事長　池 その他 現存
     療所 (医       1)田　俊夫 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5067230,306.3 さかわ内科クリニック〒256-0817 0465-46-1131遠藤　幹也 遠藤　幹也 平13. 5. 1内   消   診療所
     小医306 小田原市西酒匂２－８－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5068230,308.9 吉邑クリニック 〒250-0854 0465-38-2280医療法人社団　吉邑ク吉邑　貞夫 平13. 6. 1ひ   内   皮  診療所
     小医308 小田原市飯田岡２８８ 常　勤:    2リニック　理事長　吉 組織変更 外   他   現存
     (医       2)邑　貞夫 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5069230,311.3 小杉産婦人科内科小児〒250-0051 0465-35-2521医療法人　小杉クリニ小杉　一弘 平13. 7. 1一般        11診療所
     小医311 科クリニック 小田原市北ノ窪４３９－１ 常　勤:    1ック　理事長　小杉　 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       1)一弘 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5070230,312.1 ひまわりメンタルクリ〒256-0816 0465-46-2181小林　博子 小林　博子 平14. 1. 1精   神内 診療所
     小医312 ニック 小田原市酒匂１４１４－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5071230,313.9 医療法人社団　山本眼〒250-0012 0465-23-2838医療法人社団　山本眼串田　つゆ香 平14. 1. 1眼   診療所
     小医313 科医院 小田原市本町２－３－２２ 常　勤:    1科医院　理事長　水口 組織変更 現存
     (医       1)　勇臣 平26. 1. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5072230,314.7 とみず眼科 〒250-0853 0465-39-0020矢吹　淳 矢吹　淳 平14. 1.15眼   診療所
     小医314 小田原市堀之内３２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5073230,317.0 太陽の門 〒250-0032 0465-24-6561社会福祉法人　風祭の大川　俊哉 平14. 5. 1一般        52病院
     小医317 小田原市風祭５６３ 常　勤:    2森　理事長　長根　直 新規 内   小   神内現存
     (医       2)幸 平26. 5. 1リハ 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5074230,318.8 木内医院 〒250-0853 0465-36-2592医療法人　理趣会　理清水　昭男 平14. 5. 1外   内   皮  診療所
     小医318 小田原市堀之内１６ 常　勤:    3事長　清水　昭男 組織変更 現存
     (医       3) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5075230,319.6 遠藤クリニック 〒250-0212 0465-36-5550医療法人社団　遠藤ク遠藤　章 平14. 6. 1小   内   皮  診療所
     小医319 小田原市西大友５０３ 常　勤:    2リニック　理事長　遠 組織変更 現存
     (医       2)藤　章 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5076230,320.4 山口耳鼻咽喉科医院 〒250-0004 0465-22-2631山口　潤 山口　潤 平17. 3.10耳い 診療所
     小医320 小田原市浜町３－１２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5077230,321.2 高橋眼科クリニック 〒250-0011 0465-21-0260高橋　康造 高橋　康造 平14.10. 1眼   診療所
     小医321 小田原市栄町１－３－１０天野ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5078230,323.8 医療法人　福和会　さ〒256-0816 0465-46-0313医療法人　福和会　理柴田　英登 平14.12.24内   診療所
     小医323 くらクリニック診療所小田原市酒匂１４１４－１グラン常　勤:    1事長　中島　厚 組織変更 休止
     ドコート鴨宮１Ｆ (医       1) 平20.12.24
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5079230,324.6 あすなろクリニック 〒250-0875 0465-48-6543髙橋　由利子 髙橋　由利子 平15. 4. 1小   アレ 診療所
     小医324 小田原市南鴨宮３－１９－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5080230,326.1 やまざき小児科医院 〒250-0872 0465-41-1150山﨑　伸 山﨑　伸 平15. 4. 1小   診療所
     小医326 小田原市中里７７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5081230,328.7 医療法人社団　渡 内〒250-0011 0465-22-6677医療法人社団　渡 内渡 　清治 平22.12.17内   他   診療所
     小医328 科クリニック 小田原市栄町１－２－８　八百源常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     ビル１Ｆ (医       1)　渡 　清治 平22.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5082230,329.5 久保クリニック 〒250-0872 0465-48-8900医療法人社団東鳩会　久保　藤実 平15.11. 1内   外   皮  診療所
     小医329 小田原市中里２８１－３ 常　勤:    1理事長　久保　藤実 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5083230,332.9 日下部皮膚科医院 〒250-0034 0465-24-0201医療法人社団日下部皮日下部　芳志 平16. 6. 1皮   診療所
     小医332 小田原市板橋９１ 常　勤:    1膚科医院　理事長　日 組織変更 現存
     (医       1)下部　芳志 平22. 6. 1
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 5084230,333.7 清水内科クリニック 〒250-0002 0465-35-3500医療法人社団清水内科清水　典子 平16. 6. 1内   小   診療所
     小医333 小田原市寿町２－７－６ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)清水　典子 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5085230,334.5 松山レディースクリニ〒250-0045 0465-23-3232松山　明美 松山　明美 平26. 7. 1産   婦   診療所
     小医334 ック 小田原市城山３－２２－９西口青常　勤:    1 移動 現存
     橋ビル　３Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5086230,335.2 山近記念クリニック 〒256-0815 0465-47-2131医療法人尽誠会　理事林　芳弘 平16. 6.15内   外   整外診療所
     小医335 小田原市小八幡３－１９－８ 常　勤:    1長　杉田　輝地 新規 脳外 形外 産婦現存
     (医       1) 平22. 6.15眼   耳い 皮  
     非常勤:   52 ひ   他   
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5087230,336.0 桜みちクリニック 〒250-0873 0465-46-0885永武　毅 永武　毅 平16.10. 1内   呼   アレ診療所
     小医336 小田原市矢作５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5088230,337.8 吉井整形外科 〒250-0011 0465-24-5151医療法人社団吉井会　吉井　新一 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     小医337 小田原市栄町２－１５－１６ 常　勤:    1理事長　吉井　新一 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5089230,339.4 ときわ内科クリニック〒256-0803 0465-44-1888常盤　嘉一 常盤　嘉一 平17. 4. 1内   診療所
     小医339 小田原市中村原７０８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5090230,340.2 渡辺消化器科クリニッ〒250-0853 0465-37-8833医療法人社団　渡辺消渡邊　淨 平17. 6. 1消   内   診療所
     小医340 ク 小田原市堀之内２１８－１ 常　勤:    1化器科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　渡邊　淨 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5091230,342.8 勝田医院 〒250-0011 0465-22-1515勝田　有子 勝田　有子 平17. 9. 8精   診療所
     小医342 小田原市栄町１－１１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5092230,347.7 もてぎクリニック 〒250-0865 0465-39-2777茂木　秀明 茂木　秀明 平18. 5. 1脳外 内   外  診療所
     小医347 小田原市蓮正寺２７５－３ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5093230,348.5 いがらし胃腸科内科ク〒250-0872 0465-41-1555医療法人社団　健高会五十嵐　三知郎 平18. 5. 1胃   こう 内  診療所
     小医348 リニック 小田原市中里７７－１ 常　勤:    1　理事長　五十嵐　三 組織変更 現存
     (医       1)知郎 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 5094230,349.3 加藤小児科医院 〒250-0853 0465-39-3301医療法人社団　加藤小加藤　正雄 平18. 7. 1小   アレ 診療所
     小医349 小田原市堀之内２１８－３ 常　勤:    1児科医院　理事長　加 組織変更 現存
     (医       1)藤　正雄 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5095230,350.1 杏林堂クリニック 〒256-0816 0465-47-3101医療法人社団　杏林堂林　龍一郎 平19. 1. 1一般        19診療所
     小医350 小田原市酒匂３－９－１２ 常　勤:    2　理事長　林　龍一郎 組織変更 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平25. 1. 1外   胃   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5096230,351.9 医療法人社団　安寧会〒250-0854 0465-37-1527医療法人社団　安寧会川上　寧 平19. 2. 1内   ひ   皮  診療所
     小医351 　川上医院 小田原市飯田岡３７１－１ 常　勤:    1　理事長　川上　寧 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5097230,353.5 ファミリークリニック〒250-0862 0465-39-3140医療法人社団　敬仁会武市　早苗 平19. 4.15内   診療所
     小医353 “悠久” 小田原市成田３２４－１ 常　勤:    1　理事長　武市　早苗 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5098230,354.3 マナクリニック 〒250-0214 0465-41-3001医療法人　命宝会　理須田　民男 平19. 5. 1内   循   神内診療所
     小医354 小田原市永塚５ 常　勤:    2事長　須田　民男 組織変更 呼   消   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5099230,355.0 髙井内科クリニック 〒250-0011 0465-21-6313医療法人丸九　理事長髙井　智子 平19. 6. 1内   心内 精  診療所
     小医355 小田原市栄町２－１２－４５山崎常　勤:    1　髙井　智子 組織変更 現存
     ビル (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5100230,358.4 岡宮産婦人科医院 〒250-0011 0465-22-4481医療法人社団　保善会岡宮　保彦 平19.11. 1一般         4診療所
     小医358 小田原市栄町３－１０－１９ 常　勤:    1　理事長　岡宮　保彦 組織変更 産婦 内   外  現存
     (医       1) 平25.11. 1消   美外 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5101230,360.0 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒250-0004 0465-22-4815鈴木　重光 鈴木　重光 平20. 4. 1一般        12診療所
     小医360 小田原市浜町２－１－３５ 常　勤:    1 組織変更 耳い 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5102230,361.8 鴨宮北口ゆげ耳鼻咽喉〒250-0874 0465-27-3325弓削　勇 弓削　勇 平20. 6.15耳い 診療所
     小医361 科 小田原市鴨宮２５３－１　２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5103230,362.6 漢和クリニック 〒250-0055 0465-20-6911安藤　進 安藤　進 平20. 7.15内   アレ 診療所
     小医362 小田原市久野９０６アネシスヒル常　勤:    1 新規 現存
     ズ１０２号 (医       1) 平26. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5104230,364.2 小田原駅ビルアイクリ〒250-0011 0465-24-7706医療法人社団　盛光会高橋　潤 平20.10. 1眼   診療所
     小医364 ニック 小田原市栄町１－１－９小田原ラ常　勤:    1　理事長　宮川　達夫 新規 現存
     スカ５Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5105230,367.5 甫守内科医院 〒256-0812 0465-47-7760甫守　正史 甫守　正史 平20.11. 1内   診療所
     小医367 小田原市国府津２７４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5106230,369.1 渡辺整形外科 〒250-0004 0465-21-5666医療法人社団　弘遼会渡辺　義弘 平22. 3.29整外 リウ リハ診療所
     小医369 小田原市浜町１－６－４ 常　勤:    1　理事長　渡辺　義弘 移動 内   現存
     (医       1) 平22. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5107230,371.7 大林医院 〒250-0011 0465-22-2270大林　寛人 大林　寛人 平20.12.23皮   診療所
     小医371 小田原市栄町１－１７－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平20.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5108230,372.5 たかくら眼科 〒250-0872 0465-49-8817高倉　保雄 高倉　保雄 平21. 4. 1眼   診療所
     小医372 小田原市中里２９６－１ダイナシ常　勤:    1 新規 現存
     ティイースト２Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5109230,373.3 竹田整形外科クリニッ〒250-0045 0465-35-1313医療法人　ゆうあい　竹田　誠 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     小医373 ク 小田原市城山１－６－２２ 常　勤:    1理事長　竹田　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5110230,376.6 いしぐろ整形外科 〒250-0852 0465-43-7085石黒　隆 石黒　隆 平22. 4. 1整外 外   内  診療所
     小医376 小田原市栢山２６５４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5111230,378.2 くりた眼科クリニック〒250-0011 0465-21-0550医療法人　くりた眼科栗田　正幸 平22. 5. 1眼   診療所
     小医378 小田原市栄町１－１４－９　ＮＴ常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 現存
     ビルⅠ　２Ｆ (医       1)栗田　正幸 平22. 5. 1
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 5112230,379.0 小島クリニック 〒256-0817 0465-46-1267医療法人　患中会　理小島　時昭 平22. 5. 1内   小   他  診療所
     小医379 小田原市西酒匂３－４－９ 常　勤:    1事長　小島　時昭 交代 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5113230,380.8 扇町しらさぎ内科クリ〒250-0001 0465-43-8111渡邊　謙一 渡邊　謙一 平22. 6. 1内   他   診療所
     小医380 ニック 小田原市扇町５－２６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5114230,381.6 小田原中央クリニック〒250-0865 0465-39-3210医療法人社団　湘南中山下　功 平22. 7. 1内   他   診療所
     小医381 小田原市蓮正寺７９５－６アービ常　勤:    1央会　理事長　山下　 新規 現存
     スＥＷ　１Ｆ (医       1)功 平22. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5115230,382.4 釼持整形外科 〒250-0001 0465-35-2720釼持　太郎 釼持　太郎 平23. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     小医382 小田原市扇町５－１２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5116230,383.2 ハートクリニック小田〒250-0011 0465-22-6688医療法人社団　ハート小野瀬　博 平23. 4. 1心内 精   診療所
     小医383 原 小田原市栄町２－１－２９　グリ常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     ーンビル４Ｆ (医       1)浅井　逸郎 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5117230,384.0 小田原医院 〒250-0045 0465-22-5870渡邊　彩 渡邊　彩 平23. 4. 1精   内   診療所
     小医384 小田原市城山４－２３－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5118230,385.7 霜島内科医院 〒250-0004 0465-22-2328霜島　正城 霜島　正城 平23. 4. 1内   診療所
     小医385 小田原市浜町１－９－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5119230,386.5 城山クリニック 〒250-0045 0465-66-5120加藤　雅紀 加藤　雅紀 平23. 7. 1精   心内 診療所
     小医386 小田原市城山２－３－４６　ＴＳ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5120230,387.3 二見医院 〒250-0205 0465-42-0057二見　眞一郎 二見　眞一郎 平23.11. 1内   小   診療所
     小医387 小田原市曽我別所５９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5121230,388.1 善ファミリークリニッ〒250-0866 0465-36-8800加藤　善史 加藤　善史 平23.12. 1小   内   外  診療所
     小医388 ク 小田原市中曽根７２－１パシオス常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5122230,389.9 小田原銀座クリニック〒250-0011 0465-21-5557医療法人　小田原博信一原　亮 平23.12. 1内   放   診療所
     小医389 小田原市栄町２－１２－１ 常　勤:    2会　理事長　岡村　信 交代 消内　美皮 現存
     (医       2)良 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5123230,391.5 石井呼吸器科内科医院〒250-0863 0465-48-4159石井　博司 石井　博司 平24. 1. 1内   他   診療所
     小医391 小田原市飯泉６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5124230,393.1 お堀端クリニック 〒250-0011 0465-21-5700髙橋　三津雄 髙橋　三津雄 平24. 4. 1内   神内 診療所
     小医393 小田原市栄町１－１４－４８ジャ常　勤:    1 新規 現存
     ンボーナックビルＢ棟２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5125230,394.9 鴨宮クリニック 〒250-0875 0465-46-1788林　秀雄 林　秀雄 平24. 4. 1内   他   診療所
     小医394 小田原市南鴨宮３－２０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5126230,395.6 ふれあい小田原クリニ〒250-0011 0465-21-3053大屋敷　万美 大屋敷　万美 平24. 5. 1内   診療所
     小医395 ック 小田原市栄町３－１０－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5127230,396.4 おだわら脳神経外科ク〒250-0011 0465-21-3939小野　敦史 小野　敦史 平24.10. 1脳外 内   放  診療所
     小医396 リニック 小田原市栄町１－９－１０伊勢ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5128230,397.2 菱木医院 〒250-0852 0465-36-3222菱木　俊匡 菱木　俊匡 平24.10. 1内   小   他  診療所
     小医397 小田原市栢山２８２３－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5129230,398.0 鈴木脳外科内科クリニ〒250-0862 0465-37-2929小浦　優佳子 小浦　優佳子 平25. 3.26内   脳外 診療所
     小医398 ック 小田原市成田７９３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3.26
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5130230,399.8 吉田クリニック 〒250-0011 0465-21-0770医療法人司絆生　理事吉田　幸司 平25. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     小医399 小田原市栄町１－１４－４１音羽常　勤:    1長　吉田　幸司 交代 現存
     プラーザビル１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5131230,401.2 クローバー皮膚科クリ〒250-0878 0465-47-2518医療法人　相川三心会相川　洋介 平25. 8. 1皮   診療所
     小医401 ニック 小田原市下新田２６４ 常　勤:    1　理事長　相川　洋介 交代 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5132230,402.0 しみず扇町クリニック〒250-0001 0465-46-8616清水　直樹 清水　直樹 平25. 9. 1内   診療所
     小医402 小田原市扇町３－１３－１５下田常　勤:    1 新規 消内 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5133231,001.9 久野銀座クリニック 〒250-0055 0465-66-1717医療法人　小田原博信岡村　信良 平25.12. 1内   放   診療所
     小医1001 小田原市久野４６９三栄ビル２Ｆ常　勤:    1会　理事長　岡村　信 新規 消内 現存
     (医       1)良 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5134231,003.5 あおぞらクリニック 〒256-0816 0465-46-1110中島　厚 中島　厚 平26. 6. 1内   診療所
     小医1003 小田原市酒匂２－２８－５１－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5135990,004.4 独立行政法人国立病院〒250-0032 0465-22-3196独立行政法人国立病院小森　哲夫 昭32. 7. 1一般       199病院
     (996,104.6) 機構　箱根病院 小田原市風祭４１２ 常　勤:   12機構　理事長　桐野　 整外 神内 ひ  現存
     小医4 (医      12)髙明 平23. 7. 1リハ 歯   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5136240,003.4 茅ケ崎市立病院 〒253-0042 0467-52-1111茅ケ崎市長 仙賀　裕 昭47. 6. 1一般       401病院
     茅医3 茅ヶ崎市本村５－１５－１ 常　勤:   64 内   消   循  現存
     (医      64) 平23. 6. 1小   外   整外
     非常勤:   34 皮   ひ   産婦
     (医      34) 眼   耳い リハ
     放   麻   脳外
     神   精   呼  
     呼外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5137240,058.8 高田小児科医院 〒253-0061 高田　奈都子 高田　奈都子 昭38. 9. 1小   診療所
     茅医58 茅ヶ崎市南湖６－１７－３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5138240,064.6 医療法人明泉会　浜見〒253-0062 0467-82-0727医療法人　明泉会　理川舩　隆史 昭39.11.15内   他   診療所
     茅医64 平診療所 茅ヶ崎市浜見平１０－３－２ 常　勤:    1事長　川舩　隆史 現存
     (医       1) 平24.11.15
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 5139240,102.4 茅ケ崎皮膚科医院 〒253-0061 0467-86-1112新関　寛二 新関　寛二 昭44. 8. 1皮   診療所
     茅医102 茅ヶ崎市南湖５－１４－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5140240,104.0 茅ケ崎外科医院 〒253-0055 0467-83-2451近藤　芳郎 近藤　芳郎 昭44. 9.15外   整外 診療所
     茅医104 茅ヶ崎市中海岸３－８－４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5141240,113.1 小杉クリニック 〒253-0086 0467-82-8526小杉　芳夫 小杉　芳夫 昭46. 5.15内   皮   診療所
     茅医113 茅ヶ崎市浜之郷９５２－９５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5142240,114.9 南湖診療所 〒253-0061 0467-85-1245高橋　胤幸 高橋　胤幸 昭46. 5.15内   小   診療所
     茅医114 茅ヶ崎市南湖２－１４－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5143240,131.3 桑原医院 〒253-0055 0467-82-2212桑原　徹男 桑原　徹男 昭51. 3. 1内   呼   胃  診療所
     茅医131 茅ヶ崎市中海岸２－８－７ 常　勤:    1 循   小   神  現存
     (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5144240,135.4 恵仁堂耳鼻咽喉科 〒253-0045 本多　洋子 本多　洋子 昭52.10.15耳い 診療所
     茅医135 茅ヶ崎市十間坂３－１４－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5145240,137.0 町田胃腸科外科 〒253-0071 0467-85-2013町田　杲二 町田　杲二 昭53.10.15一般        19診療所
     茅医137 茅ヶ崎市萩園２３０５－２７ 常　勤:    1 胃   外   こう現存
     (医       1) 平23.10.15整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5146240,139.6 太陽の郷診療所 〒253-0061 0467-87-0819高田　準三 高田　準三 昭54. 1. 1内   診療所
     茅医139 茅ヶ崎市南湖７－１２８６９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5147240,141.2 葉山整形外科医院 〒253-0025 0467-85-7213葉山　信行 葉山　信行 昭54. 8. 1一般         8診療所
     茅医141 茅ヶ崎市松が丘２－１３－１２ 常　勤:    1 整外 外   リハ現存
     (医       1) 平24. 8. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5148240,147.9 茅ケ崎市休日・夜間急〒253-0042 0467-52-1611一般社団法人　茅ケ崎丸山　徳二 昭56.11. 1内   小   外  診療所
     茅医147 患診療所 茅ヶ崎市本村５－９－５ 常　勤:    1医師会　会長　丸山　 現存
     (医       1)徳二 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5149240,149.5 高瀬耳鼻咽喉科医院 〒253-0024 0467-85-0332高瀬　二郎 高瀬　二郎 昭57.11. 1耳い 診療所
     茅医149 茅ヶ崎市平和町１３－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5150240,154.5 尾山小児科医院 〒253-0002 0467-53-3366尾山　恒司 尾山　恒司 昭60. 7. 1小   診療所
     茅医154 茅ヶ崎市高田２－６－６２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5151240,155.2 医療法人社団湘南健友〒253-0008 0467-53-1811医療法人社団湘南健友長岡　健介 昭60. 9. 1療養       166病院
     茅医155 会　長岡病院 茅ヶ崎市芹沢５９８ 常　勤:    5会　理事長　長岡　健 介護        60現存
     (医       5)太郎 平24. 9. 1内   神   リハ
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5152240,156.0 イトウ眼科 〒253-0053 0467-83-7771伊藤　研一 伊藤　研一 平 2. 2.28眼   診療所
     茅医156 茅ヶ崎市東海岸北１－２－１９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5153240,161.0 茅ケ崎新北陵病院 〒253-0007 0467-53-4111医療法人社団　康心会奥　淳治 平 7.12. 1一般       168病院
     (246,161.4) 茅ヶ崎市行谷５８３－１ 常　勤:   11　理事長　大屋敷　芙 移動 療養       108療養病床
     茅医161 (医      10)志枝 平22.12. 1内   整外 耳い現存
     (歯       1) 皮   眼   神内
     非常勤:   21 精   歯   リハ
     (医      19) ひ   
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5154240,163.6 増沢クリニック 〒253-0002 0467-54-0311増沢　成幸 増沢　成幸 昭63.10.15内   胃   外  診療所
     茅医163 茅ヶ崎市高田４－７－１２ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平24.10.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5155240,164.4 笹井医院 〒253-0053 0467-82-2737笹井　信夫 笹井　信夫 平 6. 9. 1内   診療所
     茅医164 茅ヶ崎市東海岸北１－７－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5156240,166.9 リーヴァクリニック 〒253-0021 0467-87-6678森田　上 森田　上 平元. 3.15ひ   皮   診療所
     茅医166 茅ヶ崎市浜竹３－２－３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3.15
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 5157240,167.7 茅ケ崎クリニック 〒253-0054 0467-86-2123医療法人社団茅ケ崎ク白倉　庸代 平24.10. 1内   精   心内診療所
     茅医167 茅ヶ崎市東海岸南１－２２－１ 常　勤:    2リニック　理事長　白 移動 他   現存
     (医       2)倉　庸代 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5158240,168.5 茅ヶ崎セントラルクリ〒253-0052 0467-87-3322医療法人社団茅ヶ崎セ岩尾　總一郎 平元. 7. 1一般         1診療所
     茅医168 ニック 茅ヶ崎市幸町６－１ 常　勤:    2ントラルクリニック　 内   ひ   現存
     (医       2)理事長　岩尾　總一郎 平22. 7. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5159240,171.9 藤井医院 〒253-0061 0467-82-8530医療法人社団藤井医院藤井　健次郎 平元. 8. 1内   精   神  診療所
     茅医171 茅ヶ崎市南湖５－２０－１６ 常　勤:    3　理事長　藤井　健次 小   胃   心内現存
     (医       3)郎 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5160240,172.7 松が丘内科クリニック〒253-0025 0467-87-0363医療法人社団松が丘内伊藤　崇 平元. 8. 1内   循   消  診療所
     茅医172 茅ヶ崎市松ヶ丘２－８－２０ 常　勤:    2科クリニック　理事長 現存
     (医       2)　伊藤　崇 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5161240,176.8 原クリニック 〒253-0002 0467-54-5400原　芳邦 原　芳邦 平 4. 3.27内   循   診療所
     茅医176 茅ヶ崎市高田２－１－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5162240,178.4 かつまた小児クリニッ〒253-0082 0467-54-5588勝亦　慶人 勝亦　慶人 平 3. 5. 7小   診療所
     茅医178 ク 茅ヶ崎市香川１－３８－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5163240,179.2 福山クリニック 〒253-0055 0467-58-5204福山　次郎 福山　次郎 平 5. 8. 1内   診療所
     茅医179 茅ヶ崎市中海岸１－１－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5164240,180.0 中村メンタルクリニッ〒253-0053 0467-83-7878中村　世郎 中村　世郎 平 2. 4.15精   診療所
     茅医180 ク 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５５Ｋ常　勤:    1 現存
     Ｎビル２Ｆ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5165240,181.8 湘南中央クリニック 〒253-0017 0467-52-5252医療法人社団　湘南中中井　俊一 平 2. 8. 1内   神内 外  診療所
     茅医181 茅ヶ崎市松林１－１６－５２ 常　勤:    1央会　理事長　山下　 整外 脳外 皮  現存
     (医       1)功 平23. 8. 1ひ   精   他  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5166240,182.6 医療法人社団　五十嵐〒253-0052 0467-87-8282医療法人社団五十嵐ク五十嵐　正男 平 2. 8. 1内   循   診療所
     茅医182 クリニック 茅ヶ崎市幸町２２－６－２０２ 常　勤:    1リニック　理事長　五 現存
     (医       1)十嵐　正男 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5167240,183.4 加藤医院 〒253-0053 0467-82-2602医療法人社団加藤医院加藤　浩平 平 2. 9. 1内   小   消  診療所
     茅医183 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５２ 常　勤:    1　理事長　加藤　浩平 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5168240,184.2 みのて整形外科 〒253-0053 0467-58-6226蓑手　善哉 蓑手　善哉 平 2.11. 1整外 リハ 診療所
     茅医184 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5169240,185.9 高橋医院 〒253-0045 0467-82-2231医療法人社団　高橋医髙橋　基 平17. 8.25内   小   循  診療所
     茅医185 茅ケ崎市十間坂１－２－１６ 常　勤:    2院　理事長　髙橋　基 移動 現存
     (医       2) 平23. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5170240,187.5 田村小児科 〒253-0052 0467-86-0415医療法人社団田村小児田村　雄一 平 2.12.11小   診療所
     茅医187 茅ヶ崎市幸町６－１６　キャロル常　勤:    1科　理事長　田村　雄 現存
     マンション２０１号 (医       1)一 平23.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5171240,188.3 三輪内科クリニック 〒253-0005 0467-52-3969三輪　正彦 三輪　正彦 平 3. 2. 1内   消   診療所
     茅医188 茅ヶ崎市松風台２４－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5172240,193.3 内山クリニック 〒253-0044 0467-87-6511医療法人社団　茅青会内山　富士雄 平 8. 6. 1内   神内 精  診療所
     茅医193 茅ヶ崎市新栄町１－４大黒屋富田常　勤:    2　理事長　内山　富士 移動 他   現存
     ビル３Ｆ (医       2)雄 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5173240,194.1 おおさこ医院 〒253-0043 0467-86-8393医療法人社団学徳会　大迫　芳郎 平 3.12. 1内   小   皮  診療所
     茅医194 茅ヶ崎市元町１８－１ 常　勤:    1理事長　大迫　芳郎 耳い 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5174240,198.2 真下医院 〒253-0021 0467-87-2981真下　和宏 真下　和宏 平 5. 9. 1内   呼   循  診療所
     茅医198 茅ケ崎市浜竹２－６－１９ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5175240,201.4 湘南健康管理クリニッ〒253-0041 0467-86-6570医療法人社団康心会　新井田　修 平 6. 3. 1内   婦   診療所
     茅医201 ク 茅ケ崎市茅ケ崎２－２－３ 常　勤:    1理事長　大屋敷　芙志 新規 現存
     (医       1)枝 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5176240,204.8 にわ小児クリニック 〒253-0022 0467-88-1868丹羽　伊知郎 丹羽　伊知郎 平 6.10. 1小   診療所
     茅医204 茅ケ崎市松浪１－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5177240,207.1 川原眼科医院 〒253-0052 0467-82-2830川原　純一 川原　純一 平 7. 5.15眼   診療所
     茅医207 茅ケ崎市幸町２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5178240,210.5 香川クリニック 〒253-0082 0467-52-9687齋藤　郁子 齋藤　郁子 平 7.10.15婦   内   小  診療所
     茅医210 茅ヶ崎市香川６－８－３３ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平22.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5179240,211.3 医療法人　和田内科医〒253-0002 0467-51-8221医療法人　和田内科医和田　栄 平 7.11. 1内   循   リハ診療所
     茅医211 院 茅ヶ崎市高田５－１－１９ 常　勤:    1院　理事長　和田　栄 組織変更 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5180240,213.9 三上医院 〒253-0021 0467-82-0322三上　秀明 三上　秀明 平 8. 3. 8内   小   放  診療所
     茅医213 茅ヶ崎市浜竹３－１－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5181240,214.7 医療法人社団　正次会〒253-0061 0467-58-6222医療法人社団　正次会成田　峰夫 平 8. 6. 1胃   外   リハ診療所
     茅医214 　成田クリニック 茅ヶ崎市南湖５－１－１２ 常　勤:    1　理事長　成田　峰夫 組織変更 内   整外 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5182240,215.4 田口眼科 〒253-0062 0467-82-8868田口　晴久 田口　晴久 平 8. 7.15眼   診療所
     茅医215 茅ケ崎市浜見平１７－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5183240,216.2 今泉クリニック 〒253-0044 0467-85-2121今泉　弘子 今泉　弘子 平 8. 8. 1精   心内 診療所
     茅医216 茅ヶ崎市新栄町７－１岸ビル３階常　勤:    1 新規 現存
     ，４階 (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5184240,217.0 医療法人徳洲会　茅ケ〒253-0052 0467-88-1115医療法人徳洲会　理事田村　泰 平 8. 9. 1内   小   ひ  診療所
     茅医217 崎駅前クリニック 茅ケ崎市幸町２１－３０ 常　勤:    3長　鈴木　隆夫 新規 他   現存
     (医       3) 平23. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5185240,218.8 天未線 〒253-0008 0467-54-5424社会福祉法人　翔の会内田　雅夫 平 8.10.15内   精   整外診療所
     茅医218 茅ケ崎市芹沢７８６ 常　勤:    1　理事長　河内　智恵 新規 現存
     (医       1)子 平23.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5186240,219.6 茅ケ崎中央病院 〒253-0041 0467-86-6530医療法人社団　康心会吉田　浩 平 9. 2. 1一般       100病院
     茅医219 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－２－３ 常　勤:    7　理事長　大屋敷　芙 組織変更 内   消   循  現存
     (医       7)志枝 平24. 2. 1呼   小   耳い
     非常勤:    8 整外 外   眼  
     (医       8) 皮   脳外 リハ
     放   精   神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5187240,221.2 ともの整形外科クリニ〒253-0084 0467-87-7178伴野　秀司 伴野　秀司 平 9. 4. 1整外 リハ 診療所
     茅医221 ック 茅ケ崎市円蔵２５１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5188240,223.8 医療法人社団　五陽会〒253-0053 0467-88-6560医療法人社団　五陽会赤沼　真夫 平 9. 4. 1内   胃   リハ診療所
     茅医223 　愛生会クリニック 茅ケ崎市東海岸北５－１０－４８常　勤:    1　理事長　赤沼　真夫 組織変更 他   現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5189240,224.6 湘南さくら病院 〒253-0081 0467-54-2255医療法人社団　康心会三浦　貞則 平 9. 5.15精神       156病院
     茅医224 茅ケ崎市下寺尾１８３３ 常　勤:    3　理事長　大屋敷　芙 新規 精   内   現存
     (医       3)志枝 平24. 5.15
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5190240,226.1 森田内科医院 〒253-0051 0467-87-0531医療法人社団　優仁会森田　勝巳 平24. 5. 1内   他   診療所
     茅医226 茅ケ崎市若松町６－２３ 常　勤:    2　理事長　森田　勝巳 移動 現存
     (医       2) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5191240,227.9 高田医院 〒253-0061 0467-82-2541医療法人社団　高田医高田　武夫 平 9.11. 1内   診療所
     茅医227 茅ヶ崎市南湖６－１７－１８ 常　勤:    1院　理事長　高田　武 組織変更 現存
     (医       1)夫 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5192240,228.7 西浜内科クリニック 〒253-0061 0467-86-8183医療法人　順誠堂　理原田　一彦 平 9.12. 1内   胃   循  診療所
     茅医228 茅ケ崎市南湖３－４－３５ 常　勤:    1事長　原田　一彦 組織変更 呼   リハ 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5193240,234.5 山崎耳鼻咽喉科医院 〒253-0002 0467-51-5030医療法人社団　山崎耳山崎　博明 平10. 6. 1耳い 診療所
     茅医234 茅ヶ崎市高田５－２－３ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　山崎　博明 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5194240,235.2 オリーブクリニック 〒253-0084 0467-51-1081菱科　真由美 菱科　真由美 平10. 5.23内   循   呼  診療所
     茅医235 茅ケ崎市円蔵１３６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5195240,236.0 堀越医院 〒253-0056 0467-82-4641朝比奈　美子 朝比奈　美子 平10. 7. 1小   外   内  診療所
     茅医236 茅ヶ崎市共恵２－５－５２ 常　勤:    1 交代 皮   アレ 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5196240,237.8 小口内科医院 〒253-0086 0467-85-7698医療法人　小口内科医小口　英世 平10. 7. 1内   胃   循  診療所
     茅医237 茅ヶ崎市浜之郷８３１ 常　勤:    1院　理事長　小口　英 組織変更 現存
     (医       1)世 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5197240,239.4 佐久間クリニック 〒253-0061 0467-89-2810佐久間　徹 佐久間　徹 平10. 9.15循   内   診療所
     茅医239 茅ヶ崎市南湖２－１３－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5198240,241.0 至誠堂医院 〒253-0084 0467-85-2101医療法人　潤恵会　理冨田　次夫 平10.12. 1胃   外   内  診療所
     茅医241 茅ヶ崎市円蔵２４２７－８ 常　勤:    1事長　冨田　次夫 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5199240,242.8 佐藤医院 〒253-0021 0467-82-0677佐藤　博明 佐藤　博明 平11. 1. 1内   診療所
     茅医242 茅ヶ崎市浜竹３－４－５０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5200240,243.6 蓮沼眼科クリニック 〒253-0021 0467-87-4005医療法人　蓮沼眼科　蓮沼　敏行 平14. 4.22眼   診療所
     茅医243 茅ヶ崎市浜竹３－４－２ 常　勤:    1理事長　蓮沼　敏行 移動 現存
     (医       1) 平26. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5201240,245.1 小沢整形外科 〒253-0062 0467-82-5181医療法人　湘南良進会小澤　直人 平11. 6. 1整外 リハ 診療所
     茅医245 茅ヶ崎市浜見平１７－１３ 常　勤:    1　理事長　小澤　直人 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5202240,246.9 大野クリニック 〒253-0034 0467-88-0330医療法人　大野クリニ大野　俊幸 平11. 6.11内   消   循  診療所
     茅医246 茅ケ崎市緑が浜４－２９ 常　勤:    1ック　理事長　大野　 組織変更 現存
     (医       1)俊幸 平23. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5203240,247.7 兼本内科循環器科クリ〒253-0024 0467-88-1231兼本　成斌 兼本　成斌 平11. 7. 1内   循   呼  診療所
     茅医247 ニック 茅ケ崎市平和町４－２６－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5204240,248.5 兼本眼科医院 〒253-0024 0467-87-1511兼本　絹代 兼本　絹代 平11. 7. 1眼   診療所
     茅医248 茅ケ崎市平和町４－２６－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5205240,250.1 湘南東部総合病院 〒253-0083 0467-83-9111医療法人社団　康心会市田　隆文 平12. 4. 1一般       231病院
     (246,250.5) 茅ケ崎市西久保５００ 常　勤:   52　理事長　大屋敷　芙 新規 精神        44現存
     茅医250 (医      47)志枝 平24. 4. 1内   外   消  
     (歯       5) 循   呼   脳外
     非常勤:   39 神内 整外 形外
     (医      39) ひ   皮   産婦
     麻   放   リハ
     小   精   歯  
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5206240,251.9 加納外科医院 〒253-0021 0467-82-7472加納　正道 加納　正道 平12. 4. 1外   内   皮  診療所
     茅医251 茅ケ崎市浜竹３－３－１４ 常　勤:    1 交代 整外 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5207240,252.7 ちぐさ眼科 〒253-0044 0467-84-0988小川　千草 小川　千草 平13.11. 1眼   診療所
     茅医252 茅ケ崎市新栄町１３－４５鴨志田常　勤:    1 移動 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5208240,259.2 緒方医院 〒253-0082 0467-57-7353緒方　徳子 緒方　徳子 平20. 5. 7内   他   診療所
     茅医259 茅ケ崎市香川４－４－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5209240,262.6 丸山内科クリニック 〒253-0023 0467-88-1101医療法人社団　丸山内丸山　德二 平13. 6. 1内   消   循  診療所
     茅医262 茅ケ崎市美住町１４－１０ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 呼   現存
     (医       1)　丸山　德二 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5210240,263.4 藤川整形外科 〒253-0084 0467-51-2121藤川　浩 藤川　浩 平26. 5. 7整外 リハ 診療所
     茅医263 茅ヶ崎市円蔵１－２３－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5211240,264.2 皮フ科・斎藤医院 〒253-0051 0467-82-3826齊藤　則善 齊藤　則善 平13. 9. 1皮   診療所
     茅医264 茅ケ崎市若松町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
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 5212240,267.5 小松田クリニック 〒253-0018 0467-54-7778医療法人　眞和会　理小松田　光眞 平13.11. 1内   循   呼  診療所
     茅医267 茅ヶ崎市室田１－２－１１ 常　勤:    1事長　小松田　光眞 組織変更 消   リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5213240,271.7 三月堂クリニック 〒253-0053 0467-84-6233芹澤　豊次 芹澤　豊次 平23. 6. 3内   診療所
     茅医271 茅ヶ崎市東海岸北５－１６－４６常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5214240,273.3 山岡クリニック 〒253-0043 0467-87-6221医療法人社団　山岡ク山岡　博之 平14. 4. 1内   胃   循  診療所
     茅医273 茅ケ崎市元町６－５ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 呼   外   こう現存
     (医       1)岡　博之 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5215240,276.6 医療法人　寿会　大木〒253-0084 0467-52-0085医療法人寿会　理事長大木　教久 平14. 5. 1内   産婦 小  診療所
     茅医276 医院 茅ケ崎市円蔵１－２４－３２ 常　勤:    2　大木　教久 組織変更 神内 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5216240,280.8 こずえ心療クリニック〒253-0062 0467-82-1838髙橋　こずえ 髙橋　こずえ 平15. 3.15精   心内 神  診療所
     茅医280 茅ケ崎市浜見平１７－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 3.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5217240,281.6 池原内科クリニック 〒253-0041 0467-88-0055池原　 彦 池原　 彦 平15. 4. 1内   他   診療所
     茅医281 茅ケ崎市茅ケ崎２－５－３０湘南常　勤:    1 新規 現存
     薬品ビル１Ｆ (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5218240,282.4 医療法人社団　オーエ〒253-0011 0467-55-0201医療法人社団　オーエ小笹　貴夫 平15. 6. 1内   循   呼  診療所
     茅医282 フシー　おざさ医院 茅ケ崎市菱沼１－４－１１ 常　勤:    1フシー　理事長　小笹 組織変更 外   胃   こう現存
     (医       1)　貴夫 平21. 6. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5219240,283.2 ゆみ眼科 〒253-0043 0467-86-1005才川　由美 才川　由美 平15. 6.15眼   診療所
     茅医283 茅ケ崎市元町６－５山岡ビル３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5220240,284.0 湘南すずきクリニック〒253-0027 0467-84-0630鈴木　知行 鈴木　知行 平15.10. 1外   消   こう診療所
     茅医284 茅ケ崎市ひばりが丘７－１０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5221240,286.5 緑の湘南皮フ科クリニ〒253-0044 0467-88-7860柳川　茂 柳川　茂 平15.12. 1皮   診療所
     茅医286 ック 茅ケ崎市新栄町７－１６日光堂ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5222240,287.3 医療法人社団　新家ク〒253-0031 0467-26-8801医療法人社団新家クリ新家　雄一 平15.12. 1内   消   診療所
     茅医287 リニック 茅ケ崎市富士見町１１－４ 常　勤:    1ニック　理事長　新家 組織変更 現存
     (医       1)　雄一 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5223240,292.3 茅ヶ崎産婦人科医院 〒253-0061 0467-83-3413二河田　雅信 二河田　雅信 平16. 7. 1一般         8診療所
     茅医292 茅ヶ崎市南湖２－１５－３６ 常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5224240,293.1 湘南東部クリニック 〒253-0083 0467-84-6882医療法人社団康心会　上村　茂 平16. 7.15内   外   消  診療所
     茅医293 茅ケ崎市西久保１１７ 常　勤:    6理事長　大屋敷　芙志 新規 循   呼   整外現存
     (医       6)枝 平22. 7.15脳外 小   眼  
     非常勤:   23 耳い ひ   皮  
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5225240,294.9 茅ヶ崎駅ビル眼科 〒253-0043 0467-85-3502須田　一彦 須田　一彦 平16. 9.15眼   診療所
     茅医294 茅ケ崎市元町１－１ルミネ茅ヶ崎常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5226240,295.6 サザンクリニック耳鼻〒253-0054 0467-87-4338医療法人社団　波　理關本　靖雄 平16.10. 1耳い 診療所
     茅医295 咽喉科 茅ケ崎市東海岸南２－１－１ジュ常　勤:    1事長　關本　靖雄 組織変更 現存
     ネスビル１Ｆ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5227240,296.4 みよし内科クリニック〒253-0053 0467-39-6711医療法人社団　シャロ三好　保由 平22. 5. 2内   診療所
     茅医296 茅ケ崎市東海岸北３－４－３６ 常　勤:    1ーム会　理事長　三好 移動 現存
     (医       1)　保由 平22. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5228240,298.0 おの皮ふ科クリニック〒253-0052 0467-84-5885小野　秀貴 小野　秀貴 平17. 6. 1皮   診療所
     茅医298 茅ケ崎市幸町３－３２ブレインビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5229240,299.8 前川クリニック 〒253-0053 0467-86-0120医療法人　Ｍ＆Ｋ　理前川　貢一 平17. 6. 1内   皮   外  診療所
     茅医299 茅ケ崎市東海岸北２－１－４４ 常　勤:    1事長　前川　貢一 組織変更 循   消   現存
     (医       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5230240,304.6 富山皮膚科 〒253-0082 0467-51-7755医療法人　青葉会　理富山　幹 平17.11. 1皮   診療所
     茅医304 茅ヶ崎市香川１－１１－２５ 常　勤:    2事長　富山　良雄 組織変更 現存
     (医       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5231240,305.3 ライフクリニック 〒253-0052 0467-84-6577医療法人　慈心会　理金　國鍾 平17.12. 1内   循   診療所
     茅医305 茅ケ崎市幸町３－３２　２Ｆ 常　勤:    1事長　金　國鍾 組織変更 現存
     (医       1) 平23.12. 1
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 5232240,307.9 じんざクリニック 〒253-0043 0467-88-5510神座　慎一郎 神座　慎一郎 平18. 3. 1ひ   皮   診療所
     茅医307 茅ケ崎市元町６－１３ルミストラ常　勤:    1 新規 現存
     ル茅ケ崎１Ｆ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5233240,308.7 医療法人社団　成和会〒253-0043 0467-82-6766医療法人社団　成和会石井　健 平18. 4. 1整外 リハ 診療所
     茅医308 　いしい整形外科 茅ヶ崎市元町１５－１メディコム常　勤:    1　理事長　伊藤　誠一 組織変更 現存
     元町１，２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5234240,311.1 あらまき眼科 〒253-0002 0467-55-2055医療法人社団　優和会荒巻　敏夫 平18.11. 1眼   診療所
     茅医311 茅ケ崎市高田５－１－１５エスケ常　勤:    1　理事長　荒巻　敏夫 組織変更 現存
     ーメディックビル (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5235240,312.9 弓削耳鼻咽喉科 〒253-0043 0467-86-8368弓削　忠 弓削　忠 平19. 1. 1耳い 診療所
     茅医312 茅ヶ崎市元町４－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5236240,314.5 野村消化器内科 〒253-0031 0467-84-3987医療法人　野村消化器野村　喜重郎 平19. 3. 1消   内   診療所
     茅医314 茅ケ崎市富士見町１５－１ 常　勤:    1内科　理事長　野村　 組織変更 現存
     (医       1)喜重郎 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5237240,315.2 茅ヶ崎東海岸クリニッ〒253-0053 0467-85-3353鈴木　美佐子 鈴木　美佐子 平19. 5. 1内   リウ 診療所
     茅医315 ク 茅ケ崎市東海岸北２－８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5238240,316.0 相州メンタルクリニッ〒253-0052 0467-84-6550医療法人社団　青木末山本　信和 平19. 6. 1精   神   心内診療所
     茅医316 ク茅ヶ崎 茅ヶ崎市幸町２１－３ユニマット常　勤:    1次郎記念会　理事長　 新規 現存
     茅ヶ崎駅前ビル８階 (医       1)黒岩　隆 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5239240,317.8 湘南キッズクリニック〒253-0072 0467-84-0866守屋　俊介 守屋　俊介 平19. 7.15小   アレ 診療所
     茅医317 茅ケ崎市今宿１８１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5240240,318.6 幸町クリニックなごみ〒253-0052 0467-86-0753横山　裕哉 横山　裕哉 平19. 8.15心内 精   診療所
     茅医318 茅ケ崎市幸町１６－２　ＭＫビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平25. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5241240,319.4 湘南みずき内科クリニ〒253-0088 0467-50-3320六倉　俊哉 六倉　俊哉 平19.10. 1内   消   循  診療所
     茅医319 ック 茅ヶ崎市みずき４－９－２０ 常　勤:    1 新規 呼   小   心内現存
     (医       1) 平25.10. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5242240,320.2 やまもと内科クリニッ〒253-0088 0467-40-4976山本　幸宏 山本　幸宏 平19.11.15内   循   呼  診療所
     茅医320 ク 茅ヶ崎市みずき２－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5243240,323.6 早川眼科 〒253-0043 0467-87-5343早川　経一 早川　経一 平20. 4. 1眼   診療所
     茅医323 茅ヶ崎市元町６－１３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5244240,324.4 新泉こころのクリニッ〒253-0084 0467-55-8051朝倉　新 朝倉　新 平20. 5. 1心内 精   診療所
     茅医324 ク 茅ケ崎市円蔵２４４３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5245240,325.1 茅ヶ崎信愛クリニック〒253-0044 0467-82-2554後藤　研一郎 後藤　研一郎 平20. 5. 1内   外   他  診療所
     茅医325 茅ヶ崎市新栄町５－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5246240,326.9 共恵内科クリニック 〒253-0056 0467-73-7011竹原　栄一 竹原　栄一 平20. 7. 1内   他   診療所
     茅医326 茅ケ崎市共恵１－１１－９アイパ常　勤:    1 新規 現存
     レス湘南１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5247240,327.7 湘南あかしあクリニッ〒253-0044 0467-84-0234大野　康子 大野　康子 平20. 7. 1心内 内   精  診療所
     茅医327 ク 茅ケ崎市新栄町９－９喜久本プラ常　勤:    1 新規 神   現存
     ザビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5248240,328.5 おおえ内科クリニック〒253-0017 0467-55-2325医療法人　湘育会　理大江　剛人 平20.11. 1内   消   呼  診療所
     茅医328 茅ケ崎市松林２－５－３０ 常　勤:    1事長　大江　剛人 組織変更 循   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5249240,331.9 佐藤クリニック 〒253-0012 0467-51-3550佐藤　崇 佐藤　崇 平21. 6. 1ひ   内   外  診療所
     茅医331 茅ケ崎市小和田３－１－２ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5250240,334.3 しながわこどもクリニ〒253-0054 0467-81-3121品川　剛 品川　剛 平21. 8. 1小   診療所
     茅医334 ック 茅ケ崎市東海岸南５－１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5251240,335.0 内倉整形外科 〒253-0053 0467-84-0070内倉　長造 内倉　長造 平21. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     茅医335 茅ケ崎市東海岸北５－１１－１０常　勤:    1 新規 外   内   他  現存
     グラディール湘南１Ｆ (医       1) 平21. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5252240,337.6 かごた整形外科クリニ〒253-0017 0467-55-1710医療法人　こまくさ会籠田　豊 平21.11. 1整外 リハ 診療所
     茅医337 ック 茅ケ崎市松林２－５－３３ 常　勤:    1　理事長　籠田　豊 交代 現存
     (医       1) 平21.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5253240,338.4 医療法人　風航会　シ〒253-0052 0467-33-4335医療法人　風航会　理山田　正至 平22. 1. 1眼   診療所
     茅医338 ーサイド眼科茅ヶ崎 茅ケ崎市幸町２－１８武藤ビル２常　勤:    1事長　山田　正至 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5254240,340.0 やまぐちクリニック 〒253-0021 0467-82-2760山口　眞人 山口　眞人 平22. 5. 1整外 内   リハ診療所
     茅医340 茅ケ崎市浜竹３－４－５３ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5255240,341.8 はしもと脳神経外科ク〒253-0044 0467-86-8410橋本　瑞基 橋本　瑞基 平22. 6. 1脳外 神内 診療所
     茅医341 リニック 茅ケ崎市新栄町３－２ＡＢＥＡＳ常　勤:    1 新規 現存
     Ａ　ＭＥＤＩＣＡＬ　１Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5256240,342.6 林糖尿病内科クリニッ〒253-0044 0467-84-0884林　勉 林　勉 平22. 6. 1内   他   診療所
     茅医342 ク 茅ケ崎市新栄町３－２Ａｂｅａｓ常　勤:    1 新規 現存
     ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　２Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5257240,343.4 五島耳鼻咽喉科医院 〒253-0053 0467-85-6124五島　可喜 五島　可喜 平22. 5. 6耳い 診療所
     茅医343 茅ヶ崎市東海岸北１－１－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5258240,344.2 医療法人社団　修林会〒253-0044 0467-84-5223医療法人社団　修林会青木　重憲 平22. 6. 1内   外   診療所
     茅医344 　青木クリニック 茅ケ崎市新栄町１３－４５鴨志田常　勤:    1　理事長　青木　重憲 交代 現存
     ビル５Ｆ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5259240,345.9 オアシスクリニック 〒253-0061 0467-50-0730榛澤　真理 榛澤　真理 平22.12. 1内   小   他  診療所
     茅医345 茅ケ崎市南湖５－２０－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5260240,346.7 緑が浜こどもクリニッ〒253-0034 0467-82-8561長岡　千春 長岡　千春 平24. 4. 8小   診療所
     茅医346 ク 茅ケ崎市緑が浜７－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 4. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5261240,347.5 こどもクリニック松が〒253-0025 0467-82-3818舟木　伸夫 舟木　伸夫 平23. 2. 1小   アレ 診療所
     茅医347 丘 茅ケ崎市松が丘２－１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5262240,348.3 下田産婦人科医院 〒253-0052 0467-82-6781医療法人　下田産婦人下田　隆夫 平23. 1. 1一般         9診療所
     茅医348 茅ヶ崎市幸町１９－８ 常　勤:    1科医院　理事長　下田 交代 産婦 現存
     (医       1)　隆夫 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5263240,349.1 なつ皮ふ科 〒253-0043 0467-84-7412掛水　夏恵 掛水　夏恵 平23. 6. 1皮   診療所
     茅医349 茅ヶ崎市元町１６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5264240,350.9 茅ヶ崎メディカルクリ〒253-0052 0467-58-3958柘植　俊直 柘植　俊直 平23. 7. 1内   他   診療所
     茅医350 ニック 茅ヶ崎市幸町５－８　２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5265240,351.7 湘南えぼし整形外科 〒253-0044 0467-87-0022医療法人社団星湘会　北野　泰弘 平25. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     茅医351 茅ヶ崎市新栄町７－５エメラルド常　勤:    1理事長　北野　泰弘 移動 現存
     プラザ１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5266240,352.5 守屋おとなこどもクリ〒253-0053 0467-86-5834医療法人社団　湘南遊守屋　祐介 平24. 2. 1内   小   外  診療所
     茅医352 ニック 茅ヶ崎市東海岸北３－１０－１４常　勤:    1歩　理事長　守屋　祐 交代 皮   他   現存
     (医       1)介 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5267240,354.1 茅ヶ崎こどもの森クリ〒253-0042 0467-50-1260医療法人社団　こども山口　哲也 平24. 5. 1小   アレ 診療所
     茅医354 ニック 茅ケ崎市本村４－２２－２３ 常　勤:    1の森　理事長　山口　 交代 現存
     (医       1)哲也 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5268240,355.8 医療法人徳洲会　茅ヶ〒253-0052 0467-59-5080医療法人徳洲会　理事鬼頭　昭三 平25.11. 1内   外   小  診療所
     茅医355 崎徳洲会クリニック 茅ヶ崎市幸町１３－１ 常　勤:    1長　鈴木　隆夫 移動 産婦 神内 現存
     (医       1) 平25.11. 1救急　糖内泌代
     非常勤:   24 内　老内
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5269240,356.6 海老原耳鼻咽喉科医院〒253-0061 0467-82-8053海老原　充 海老原　充 平24.11. 1耳い 他   診療所
     茅医356 茅ヶ崎市南湖２－１４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5270240,357.4 茅ヶ崎みみ・はな・の〒253-0017 0467-50-1135内藤　聡 内藤　聡 平24.11. 1耳い 診療所
     茅医357 どクリニック 茅ヶ崎市松林２－１０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5271240,358.2 おひさまクリニック　〒253-0002 0467-55-2515医療法人おひさま会　鶴田　芳男 平25. 1. 1内   外   診療所
     茅医358 湘南 茅ヶ崎市高田５－３－２４プリム常　勤:    1理事長　山口　高秀 新規 現存
     ローズ１０１ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5272240,359.0 前田整形外科・内科ク〒253-0027 0467-85-4312前田　和彦 前田　和彦 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     茅医359 リニック 茅ヶ崎市ひばりが丘１－１０ 常　勤:    2 新規 内   他   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5273240,360.8 湘南茅ヶ崎クリニック〒253-0014 0467-38-6603只左　直也 只左　直也 平25. 5. 1内   他   診療所
     茅医360 茅ヶ崎市本宿町３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5274240,361.6 湘南みわクリニック 〒253-0042 0467-50-1611医療法人社団雅樹丸　三輪　博久 平25. 5. 1内   ひ   他  診療所
     茅医361 茅ヶ崎市本村４－２２－２５ 常　勤:    1理事長　三輪　博久 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5275240,362.4 茅ヶ崎駅北口眼科クリ〒253-0044 0467-57-5066須藤　布美子 須藤　布美子 平25. 6. 1眼   診療所
     茅医362 ニック 茅ヶ崎市新栄町１－１山治ビル２常　勤:    1 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5276240,363.2 おおつか形成外科クリ〒253-0044 0467-58-2000大塚　靖 大塚　靖 平25.10. 1形外 皮   美外診療所
     茅医363 ニック 茅ヶ崎市新栄町３－２阿部浅ビル常　勤:    1 新規 美皮 現存
     ２Ｆ (医       1) 平25.10. 1
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 5277241,000.9 茅ヶ崎泌尿器科・皮フ〒253-0044 0467-89-6000小方　康生 小方　康生 平26. 9. 1ひ   皮   診療所
     茅医1000 科 茅ヶ崎市新栄町６－１４ザ・パー常　勤:    1 新規 美皮 現存
     クハウス茅ヶ崎１Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5278241,001.7 茅ヶ崎わかば内視鏡ク〒253-0044 0467-38-8590若林　健司 若林　健司 平26.10. 1内   診療所
     茅医1001 リニック 茅ヶ崎市新栄町３－２阿部浅ビル常　勤:    1 新規 内視内　胃内　現存
     ３Ｆ (医       1) 平26.10. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5279241,002.5 みうらレディースクリ〒253-0054 0467-59-4103医療法人愛生会　理事三浦　敦 平26.11. 1一般        16診療所
     茅医1002 ニック 茅ヶ崎市東海岸南４－１１－４１常　勤:    2長　三浦　敦 新規 産   婦   現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5280247,090.4 鶴が台菅原医院 〒253-0003 0467-52-3275菅原　章一 菅原　章一 昭43. 4. 1一般         5診療所
     茅医90 茅ヶ崎市鶴が台１０－７－１０３常　勤:    3 産婦 内   現存
     (医       3) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5281250,073.4 湘南クリニック 〒249-0008 0467-23-2540高宮　靖 高宮　靖 昭43.10.15内   小   皮  診療所
     逗医73 逗子市小坪１－２５－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5282250,075.9 鈴木耳鼻咽喉科眼科医〒249-0006 0468-71-8312鈴木　高恭 鈴木　高恭 昭58. 3. 1耳い 眼   診療所
     逗医75 院 逗子市逗子１－１０－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5283250,086.6 医療法人社団則天会　〒249-0005 046-872-7500医療法人社団則天会　藤野　美和子 昭48.11. 1一般        36病院
     逗医86 逗子病院 逗子市桜山４－１－２０ 常　勤:    2理事長　田宮　秀次郎 内   消   循  現存
     (医       2) 平24.11. 1外   整外 形外
     非常勤:   12 皮   放   
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5284250,091.6 佐藤皮膚科クリニック〒249-0006 0468-73-3711佐藤　健 佐藤　健 昭57. 2. 1皮   診療所
     逗医91 逗子市逗子３－１－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5285250,092.4 医療法人社団柏信会　〒249-0005 0468-73-6555医療法人社団柏信会　角野　禎子 昭50.10.15療養        97病院
     逗医92 青木病院 逗子市桜山６－１３３６ 常　勤:    2理事長　角野　禎子 内   神内 呼  現存
     (医       2) 平23.10.15循   皮   整外
     非常勤:    9 リハ 他   
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5286250,102.1 公益財団法人逗葉地域〒249-0003 0468-73-7752公益財団法人　逗葉地河村　攻 平13. 3.27内   小   外  診療所
     (256,102.5) 医療センター 逗子市池子字桟敷戸１８９２－６常　勤:    1域医療センター　理事 移動 歯   現存
     逗医102 (医       1)長　岩﨑　仁彦 平25. 3.27
     非常勤:   34
     (医      20)
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5287250,103.9 ハイランドクリニック〒249-0001 0468-71-9420工藤　房子 工藤　房子 昭59. 2. 1内   小   診療所
     逗医103 逗子市久木８－１３－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5288250,105.4 浅田眼科クリニック 〒249-0006 0468-73-8966浅田　洋 浅田　洋 昭59. 8. 1眼   診療所
     逗医105 逗子市逗子５－１－９小峰ビル２常　勤:    1 現存
     Ｆ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5289250,113.8 間中胃腸科外科 〒249-0001 0468-70-1820間中　正章 間中　正章 平10.12. 1胃   外   内  診療所
     逗医113 逗子市久木４－１２－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5290250,115.3 一色医院 〒249-0001 0468-71-2345一色　道之 一色　道之 昭61.11. 1内   小   診療所
     逗医115 逗子市久木１－３－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5291250,119.5 医療法人社団桜山会　〒249-0005 0468-73-8103医療法人社団　桜山会丸山　浩之 昭62.12. 1一般        14診療所
     逗医119 丸山産婦人科 逗子市桜山１－８－５ 常　勤:    1　理事長　丸山　浩之 産婦 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5292250,121.1 波クリニック 〒249-0006 0468-72-2102鈴木　重通 鈴木　重通 昭63. 3.27内   神   婦  診療所
     逗医121 逗子市逗子２－９－２０ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平24. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5293250,122.9 土田産婦人科内科 〒249-0005 0468-71-4432土田　正祐 土田　正祐 昭63. 4.15内   産   婦  診療所
     逗医122 逗子市桜山４－６－３ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5294250,126.0 釜屋内科クリニック 〒249-0006 0468-71-3276釜屋　正俊 釜屋　正俊 平元. 5.15内   消   循  診療所
     逗医126 逗子市逗子６－３－４０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5295250,127.8 逗子桜山クリニック 〒249-0005 0468-73-2155医療法人眞仁会　理事福留　裕一郎 平元.10. 2内   診療所
     逗医127 逗子市桜山３－１０－２３ 常　勤:    1長　小澤　潔 現存
     (医       1) 平22.10. 2
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5296250,128.6 逗子整形外科・内科医〒249-0006 0468-71-2108医療法人社団逗子整形石渡　喜光 平元.11. 1整外 リハ 内  診療所
     逗医128 院 逗子市逗子５－５－５ 常　勤:    2外科　理事長　伊藤　 他   現存
     (医       2)美喜子 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5297250,130.2 逗葉内科クリニック 〒249-0005 0468-71-2548三科　孝夫 三科　孝夫 平 3. 4. 1内   精   神  診療所
     逗医130 逗子市桜山６－１－２３ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5298250,131.0 持丸クリニック 〒249-0006 0468-73-3154持丸　賢二 持丸　賢二 平 3.10. 1内   診療所
     逗医131 逗子市逗子７－３－３６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5299250,137.7 山本小児科内科クリニ〒249-0008 0468-72-3350山本　悌夫 山本　悌夫 平 5.12.15内   小   診療所
     逗医137 ック 逗子市小坪３－２６－１３ 新規 現存
     平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5300250,139.3 野の百合クリニック 〒249-0006 0468-73-3320伊東　高仁 伊東　高仁 平 7. 5. 1内   皮   診療所
     逗医139 逗子市逗子１－７－１　河野ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5301250,140.1 東湘健診医院 〒249-0004 0468-71-3770三谷　玄弥 三谷　玄弥 平 7. 6. 1内   整外 皮  診療所
     逗医140 逗子市沼間１－１－２１ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5302250,141.9 天野皮膚科医院 〒249-0006 046-871-1811医療法人社団　天野皮天野　隆文 平 7. 7. 1皮   診療所
     逗医141 逗子市逗子１－１１－１ 常　勤:    1膚科医院　理事長　天 組織変更 現存
     (医       1)野　隆文 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5303250,146.8 八尾産婦人科医院 〒249-0006 0468-73-1103医療法人社団　翔陽会八尾　陽一郎 平 8. 1. 1一般        10診療所
     逗医146 逗子市逗子１－４－２４ 常　勤:    2　理事長　八尾　十三 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5304250,147.6 ゆみ中医漢方クリニッ〒249-0008 0467-22-9184中細　由美子 中細　由美子 平 8. 6. 1皮   婦   ひ  診療所
     逗医147 ク 逗子市小坪１－１８－４ 新規 現存
     平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5305250,148.4 山本メディカルセンタ〒249-0005 0468-72-0009医療法人社団山本メデ山本　勇 平 8. 6. 1内   放   形外診療所
     逗医148 ー 逗子市桜山３－１６－１ 常　勤:    2ィカルセンター　理事 組織変更 皮   他   現存
     (医       2)長　山本　勇 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5306250,149.2 逗子内科診療所 〒249-0005 0468-73-7122医療法人社団　昌喜暁岩本　昌昭 平 8.11. 1内   循   診療所
     逗医149 逗子市桜山１－５－４５ 常　勤:    1紅会　理事長　岩本　 組織変更 現存
     (医       1)昌昭 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5307250,150.0 小林整形外科 〒249-0006 0468-73-8775医療法人　小林整形外小林　忠明 平 9. 4. 1整外 外   リハ診療所
     逗医150 逗子市逗子２－４－１８ 常　勤:    1科　理事長　小林　忠 組織変更 リウ 現存
     (医       1)明 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5308250,151.8 秋間医院 〒249-0005 0468-71-2707秋間　禮二 秋間　禮二 平 9. 6.19内   小   消  診療所
     逗医151 逗子市桜山８－５－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5309250,155.9 湘南内科ぺインクリニ〒249-0006 046-872-2611医療法人社団　湘南内池上　晃子 平10. 6. 1内   麻   診療所
     逗医155 ック 逗子市逗子５－６－１８ 常　勤:    1科ペインクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　池上　晃子 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5310250,157.5 医療法人　湘和会　湘〒249-0008 0467-60-0321医療法人　湘和会　理田嶋　博雄 平11. 2.15内   外   整外診療所
     逗医157 南記念小坪クリニック逗子市小坪３－２－１ 常　勤:    1事長　酒井　義浩 新規 眼   現存
     (医       1) 平23. 2.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5311250,158.3 神奈川みなみ医療生活〒249-0006 0468-72-3530神奈川みなみ医療生活天野　皓昭 平11. 6. 1内   診療所
     逗医158 協同組合　逗子診療所逗子市逗子４－１－７ベルメゾン常　勤:    1協同組合　代表理事　 新規 現存
     逗子１Ｆ (医       1)藁谷　收 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5312250,161.7 かみたに整形外科ペイ〒249-0004 0468-70-1131医療法人社団　栄祐会紙谷　裕昭 平11. 6. 1整外 麻   リハ診療所
     逗医161 ンクリニック 逗子市沼間１－８－６ 常　勤:    1　理事長　紙谷　裕昭 組織変更 内   現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5313250,162.5 東逗子眼科 〒249-0004 0468-70-3107山田　荒太 山田　荒太 平11. 7. 1眼   診療所
     逗医162 逗子市沼間１－４－６ボヌール東常　勤:    1 新規 現存
     逗子１０１ (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5314250,163.3 若林クリニック 〒249-0006 0468-70-5011若林　龍子 若林　龍子 平12. 5. 1内   放   診療所
     逗医163 逗子市逗子５－１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5315250,164.1 逗子メンタルクリニッ〒249-0006 0468-72-2928櫻井　向陽 櫻井　向陽 平12. 7. 1神   精   心内診療所
     逗医164 ク 逗子市逗子１－８－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5316250,167.4 医療法人　聖岡会　新〒249-0006 0468-73-7721医療法人　聖岡会　理畠山　和幸 平12. 7. 1内   小   心内診療所
     逗医167 逗子クリニック 逗子市逗子６－５－４ 常　勤:    2事長　石川　眞樹夫 組織変更 精   放   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5317250,168.2 にへい内科クリニック〒249-0006 0468-72-6500医療法人　楽　理事長二瓶　東洋 平12. 7. 1内   循   診療所
     逗医168 逗子市逗子２－５－２ 常　勤:    1　二瓶　東洋 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5318250,171.6 高橋胃腸科内科医院 〒249-0006 0468-73-6530髙橋　郁子 髙橋　郁子 平12. 9.16胃   内   診療所
     逗医171 逗子市逗子２－４－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5319250,172.4 かたやま内科 〒249-0003 0468-73-3707片山　聡 片山　聡 平13. 5. 1内   循   診療所
     逗医172 逗子市池子２－１４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5320250,173.2 なぎさ眼科 〒249-0006 0468-71-7182末盛　康子 末盛　康子 平13. 7. 1眼   診療所
     逗医173 逗子市逗子１－２－１５サングレ常　勤:    1 新規 現存
     イス逗子２Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5321250,174.0 逗子中央耳鼻咽喉科 〒249-0006 0468-73-8733医療法人社団　幸遊会八尾　和雄 平14. 5. 1耳い リハ 診療所
     逗医174 逗子市逗子２－１－１５ 常　勤:    1　理事長　小杉　武史 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5322250,175.7 ヒロクリニック心療内〒249-0006 046-872-2258川村　ひろみ 川村　ひろみ 平16. 4.12心内 神   精  診療所
     逗医175 科 逗子市逗子２－６－２６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 4.12
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 5323250,176.5 センペル逗子クリニッ〒249-0001 046-873-7151医療法人社団清光会　横山　志郎 平15. 5. 1一般        19診療所
     逗医176 ク 逗子市久木４－２５－８ 常　勤:    2理事長　横山　志郎 新規 内   皮   ひ  現存
     (医       2) 平21. 5. 1他   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5324250,178.1 みかべ脳神経外科クリ〒249-0006 046-872-9212三壁　敏雄 三壁　敏雄 平21.12.21脳外 神内 内  診療所
     逗医178 ニック 逗子市逗子５－１４－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5325250,179.9 逗子金沢内科クリニッ〒249-0006 046-870-6606医療法人金沢内科クリ須澤　直木 平16. 5.15内   消   診療所
     逗医179 ク 逗子市逗子２－６－２６ 常　勤:    2ニック　理事長　田中 新規 現存
     (医       2)　俊一 平22. 5.15
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5326250,180.7 銀座通り眼科 〒249-0006 046-873-9220橋本　賢了 橋本　賢了 平17. 1. 4眼   診療所
     逗医180 逗子市逗子１－６－３－２Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5327250,181.5 島田内科医院 〒249-0006 046-871-7078島田　陽子 島田　陽子 平16.10. 1内   神内 診療所
     逗医181 逗子市逗子１－６－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5328250,184.9 磯見整形外科医院 〒249-0001 046-872-0558医療法人　ベネヴォラ磯見　卓 平17. 6. 1整外 リハ 放  診療所
     逗医184 逗子市久木８－２０－１７ 常　勤:    2　理事長　磯見　卓 組織変更 現存
     (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5329250,187.2 東逗子医院 〒249-0004 046-871-4355医療法人　海星会　理池上　厚 平17.12. 1内   小   循  診療所
     逗医187 逗子市沼間２－１０－２９ 常　勤:    1事長　池上　厚 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5330250,188.0 平田耳鼻咽喉科 〒249-0006 046-873-3281平田　佳代子 平田　佳代子 平18. 8. 1耳い 診療所
     逗医188 逗子市逗子５－１－１２プロスパ常　勤:    1 新規 現存
     ー興産ビルＡ－２階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5331250,189.8 たかしクリニック 〒249-0002 046-873-0239河野　孝志 河野　孝志 平20. 6. 1内   外   他  診療所
     逗医189 逗子市山の根１－２－１９　ラ・常　勤:    1 新規 現存
     メール・ブルー逗子１０２号室 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5332250,191.4 さくらクリニック 〒249-0006 046-871-3311医療法人社団　有仁會茂呂　八千世 平20. 6. 1耳い アレ 診療所
     逗医191 逗子市逗子１－８－１８　１階 常　勤:    1　理事長　茂呂　八千 組織変更 現存
     (医       1)世 平26. 6. 1
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 5333250,192.2 佐久間こどもクリニッ〒249-0006 046-871-4757佐久間　かおり 佐久間　かおり 平20. 9.15小   アレ 診療所
     逗医192 ク 逗子市逗子６－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5334250,193.0 あおぞらクリニック 〒249-0006 046-871-6240三賢　訓久 三賢　訓久 平21. 1. 1ひ   内   外  診療所
     逗医193 逗子市逗子５－９－２１逗子医療常　勤:    1 新規 現存
     センター内　２Ｆ (医       1) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5335250,194.8 宮崎内科医院 〒249-0006 046-871-4777宮崎　寛 宮崎　寛 平20.12.31内   診療所
     逗医194 逗子市逗子１－８－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平20.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5336250,195.5 逗子ありもと眼科 〒249-0006 046-871-3366有本　あこ 有本　あこ 平21. 8. 1眼   診療所
     逗医195 逗子市逗子５－９－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5337250,196.3 逗子駅前鈴木眼科医院〒249-0006 046-874-0404医療法人　慶恭会　理鈴木　慶子 平21.11. 1眼   診療所
     逗医196 逗子市逗子５－２－５３三盛楼ビ常　勤:    1事長　鈴木　高恭 交代 現存
     ル４Ｆ (医       1) 平21.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5338250,199.7 西本整形外科 〒249-0006 046-870-3787西本　邦弘 西本　邦弘 平24.11. 1整外 診療所
     逗医199 逗子市逗子２－５－２５－５Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5339250,200.3 逗子銀座通りクリニッ〒249-0006 046-870-3401野口　芳一 野口　芳一 平24.12. 1内   外   心内診療所
     逗医200 ク 逗子市逗子１－７－３百丹ビル２常　勤:    1 新規 他   現存
     Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5340250,201.1 さわだ内科・消化器内〒249-0006 046-884-8830澤田　正則 澤田　正則 平24.12. 1内   精   他  診療所
     逗医201 科 逗子市逗子２－５－２５ＤＥＮＫ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5341250,202.9 医療法人社団有仁会　〒249-0006 046-870-6686医療法人社団有仁会　吉田　拓史 平25. 8. 1内   診療所
     逗医202 湘南ライフケアクリニ逗子市逗子１－１１－２４　２Ｆ常　勤:    3理事長　嶋津　義臣 新規 現存
     ック (医       3) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5342251,000.6 さくらやま小児科クリ〒249-0005 046-870-4150土屋　貴義 土屋　貴義 平26. 4.14小   診療所
     逗医1000 ニック 逗子市桜山４－９－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5343251,001.4 逗子メディスタイルク〒249-0006 046-871-8333医療法人メディスタイ德永　理恵 平26. 4. 1形外 皮   歯  診療所
     (253,002.0) リニック 逗子市逗子１－５－４　１２８ビ常　勤:    2ル　理事長　德永　淳 交代 矯歯 歯外 現存
     逗医1001 ル　４Ｆ (医       1)二 平26. 4. 1美皮
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5344251,002.2 かんリウマチ・整形外〒249-0002 046-870-5599医療法人社団　嘉徳会姜　鍾泰 平26. 5. 1リウ リハ 内  診療所
     逗医1002 科クリニック 逗子市山の根１－２－１９ラ・メ常　勤:    1　理事長　姜　鍾泰 交代 整外（ペイン）現存
     ール・ブルー逗子２０１ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5345251,003.0 水嶋医院 〒249-0006 046-871-3168水嶋　雅子 水嶋　雅子 平26. 9. 1内   外   皮ひ診療所
     逗医1003 逗子市逗子１－１１－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5346270,003.7 三浦市立病院 〒238-0222 0468-82-2111三浦市長 小澤　幸弘 昭32. 7. 1一般       136病院
     浦市医3 三浦市岬陽町４－３３ 常　勤:   10 内   神内 外  現存
     (医      10) 平23. 7. 1整外 産婦 小  
     非常勤:    2 眼   耳い リハ
     (医       2) 麻   脳外 ひ  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5347270,035.9 福井記念病院 〒238-0115 046-888-2145医療法人財団青山会　高屋　淳彦 昭52. 2. 1精神       498病院
     (276,035.3) 三浦市初声町高円坊１０４０－２常　勤:   14理事長　内藤　圭之 精   神   内  現存
     浦市医35 (医      13) 平22. 2. 1心内 歯   
     (歯       1)
     非常勤:    8
     (医       5)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5348270,041.7 中江整形外科 〒238-0101 0468-88-3555中江　清光 中江　清光 昭55.10. 1整外 リハ 診療所
     浦市医41 三浦市南下浦町上宮田３１２４－常　勤:    1 現存
     ８ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5349270,042.5 栗原耳鼻咽喉科医院 〒238-0101 0468-89-1133栗原　紘一 栗原　紘一 昭57. 4. 1耳い 診療所
     浦市医42 三浦市南下浦町上宮田３１１１－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5350270,043.3 医療法人社団　杏会　〒238-0101 046-889-1211医療法人社団　杏会　吉田　瑞 昭58. 6. 1内   胃   外  診療所
     浦市医43 みなみ湘南医院 三浦市南下浦町上宮田字青木田１常　勤:    1理事長　吉田　由美子 新規 整外 リハ 現存
     ５２８－１０２ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5351270,044.1 神奈川みなみ医療生活〒238-0101 046-889-3388神奈川みなみ医療生活藁谷　收 平15. 4. 1内   外   診療所
     浦市医44 協同組合　三浦診療所三浦市南下浦町上宮田３２６３－常　勤:    1協同組合　代表理事　 移動 現存
     １ (医       1)藁谷　收 平21. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5352270,048.2 油壺エデンの園附属診〒238-0224 0468-81-2150社会福祉法人聖隷福祉宮川　健 昭61.11. 1療養         6診療所
     浦市医48 療所 三浦市三崎町諸磯１５００ 常　勤:    1事業団　理事長　山本 介護        13療養病床
     (医       1)　敏博 平22.11. 1内   リハ 精  現存
     非常勤:    5 整外 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5353270,055.7 医療法人　眞仁会　三〒238-0101 046-888-1235医療法人　眞仁会　理嘉手川　裕司 平24.12.17他   診療所
     浦市医55 浦シーサイドクリニッ三浦市南下浦町上宮田３３８４－常　勤:    1事長　小澤　潔 移動 現存
     ク １ (医       1) 平24.12.17
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5354270,057.3 矢島内科医院 〒238-0241 046-881-2467医療法人社団　眞英会矢島　眞文 平10. 2. 1内   小   診療所
     浦市医57 三浦市天神町９－１６ 常　勤:    1　理事長　矢島　眞文 移動 現存
     (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5355270,058.1 医療法人　金丸皮膚泌〒238-0224 0468-81-7271医療法人金丸皮膚泌尿金丸　三包 平 8. 6. 1皮   ひ   性  診療所
     浦市医58 尿器科医院 三浦市三崎町諸磯１４ 常　勤:    1器科医院　理事長　金 組織変更 現存
     (医       1)丸　三包 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5356270,059.9 桜井眼科医院 〒238-0101 0468-88-4421医療法人社団　桜井眼櫻井　則子 平 8. 7. 1眼   診療所
     浦市医59 三浦市南下浦町上宮田３２９１－常　勤:    1科医院　理事長　櫻井 組織変更 現存
     ３ (医       1)　則子 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5357270,060.7 医療法人　英和会　徳〒238-0101 0468-88-5115医療法人　英和会　理徳山　宏基 平 8.11. 1内   小   ひ  診療所
     浦市医60 山診療所 三浦市南下浦町上宮田２７８５－常　勤:    1事長　徳山　宏基 組織変更 現存
     １ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5358270,061.5 田中内科医院 〒238-0236 0468-81-4678田中　正彦 田中　正彦 平11. 7. 1内   消   胃  診療所
     浦市医61 三浦市栄町７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5359270,062.3 斉田皮フ科 〒238-0101 0468-87-1234医療法人　ゆりの会　齋田　豊彦 平13.12. 1皮   診療所
     浦市医62 三浦市南下浦町上宮田３１２５－常　勤:    1理事長　齋田　豊彦 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5360270,063.1 にしやま小児科 〒238-0221 046-881-3887西山　裕子 西山　裕子 平15. 6.15小   診療所
     浦市医63 三浦市三崎町六合３１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5361270,065.6 せりかわ内科クリニッ〒238-0101 046-887-1666芹川　直行 芹川　直行 平16. 3.15内   循   小  診療所
     浦市医65 ク 三浦市南下浦町上宮田３２５７－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5362270,067.2 塩崎産婦人科 〒238-0101 046-889-1103医療法人三正会　理事塩﨑　一正 平16. 6. 1一般         8診療所
     浦市医67 三浦市南下浦町上宮田２９９４－常　勤:    1長　塩﨑　一正 組織変更 産婦 小   内  現存
     ６ (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5363270,071.4 あさい内科クリニック〒238-0113 046-888-2217浅井　和規 浅井　和規 平19. 9. 1内   消   循  診療所
     浦市医71 三浦市初声町入江７６－１　佐藤常　勤:    1 新規 小   現存
     ビル１階 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5364270,072.2 三崎口つばさクリニッ〒238-0111 046-888-4511医療法人　つばさ会　池田　大忠 平21. 4. 1内   呼内 診療所
     浦市医72 ク 三浦市初声町下宮田６０１－６ 常　勤:    1理事長　山本　芳子 新規 循内 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5365270,074.8 三浦海岸つばさクリニ〒238-0101 046-887-3555医療法人　つばさ会　篠原　翼 平22. 6. 1内   小   皮  診療所
     浦市医74 ック 三浦市南下浦町上宮田字柿ヶ作３常　勤:    1理事長　山本　芳子 新規 他   現存
     ２３０－３ (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5366270,075.5 三崎クリニック 〒238-0224 046-887-0224小黒　公一 小黒　公一 平22.12. 1眼   耳い 診療所
     浦市医75 三浦市三崎町諸磯１７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.12. 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   598 頁

 5367270,076.3 クリニック油壺 〒238-0246 046-883-3804市川　陽一 市川　陽一 平23. 4. 1内   リウ アレ診療所
     浦市医76 三浦市尾上町１８ 常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5368271,000.2 飯島医院 〒238-0242 046-881-5265医療法人社団飯島医院飯島　康司 平26. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     浦市医1000 三浦市東岡町１０－１ 常　勤:    1　理事長　飯島　康司 交代 内   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5369271,001.0 三浦中央医院 〒238-0101 046-888-5010瀧端　正博 瀧端　正博 平26. 4. 1内   診療所
     浦市医1001 三浦市南下浦町上宮田１７３８－常　勤:    1 新規 糖内　内泌代内現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5370980,002.0 神奈川県鎌倉保健福祉〒238-0221 046-882-6811神奈川県知事 近内　美乃里 昭57. 7. 5内   小   診療所
     浦市医2 事務所三崎センター 三浦市三崎町六合３２番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5371280,028.2 医療法人杏林会　八木〒257-0035 0463-81-1666医療法人杏林会八木病石田　寛友 昭36. 4. 1一般        94病院
     秦医28 病院 秦野市本町１－３－１ 常　勤:    4院　理事長　八木　伸 内   リハ 外  現存
     (医       4)一 平24. 4. 1婦   整外 眼  
     非常勤:    2 形外 神内 放  
     (医       2) 消   循   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5372280,034.0 医療法人　丹沢病院 〒259-1304 0463-88-2455医療法人丹沢病院　理鶴　敏彦 昭35.11. 1精神       318病院
     秦医34 秦野市堀山下５５７ 常　勤:   12事長　川口　陽太郎 精   神   内  現存
     (医      12) 平23.11. 1循   心内 皮  
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5373280,043.1 医療法人社団　厚仁会〒257-0003 0463-77-1108医療法人社団　厚仁会坂井　喜郎 昭41. 2. 1精神       160病院
     秦医43 　秦野厚生病院 秦野市南矢名２－１２－１ 常　勤:    6　理事長　坂井　喜郎 精   心内 現存
     (医       6) 平23. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5374280,048.0 秦野赤十字病院 〒257-0017 0463-81-3721日本赤十字社神奈川県高木　繁治 平14. 6. 1一般       320病院
     秦医48 秦野市立野台１－１ 常　勤:   46支部　支部長　黒岩　 移動 内   小   外  現存
     (医      46)祐治 平26. 6. 1整外 産婦 眼  
     耳い ひ   脳外
     放   麻   神内
     他   
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 5375280,053.0 新井産婦人科医院 〒259-1331 0463-88-1589新井　元一 新井　元一 昭46. 1. 1産婦 診療所
     秦医53 秦野市堀西５９２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5376280,054.8 秦野病院 〒259-1303 0463-75-0032医療法人社団秦和会　笠原　友幸 昭46. 2. 1精神 病院
     秦医54 秦野市三屋１３１ 常　勤:    7理事長　高橋　幸枝     一般   151現存
     (医       5) 平22. 2. 1精   内   
     (薬       2)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5377280,060.5 大久保整形外科 〒257-0025 0463-81-1230大久保　吉修 大久保　吉修 昭48. 8.15外   整外 診療所
     秦医60 秦野市落合３３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5378280,062.1 竹内外科脳外科 〒257-0002 0463-77-2617竹内　万也 竹内　万也 昭49. 1. 1外   脳外 皮  診療所
     秦医62 秦野市鶴巻南４－２３－１４ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5379280,063.9 坂田産科婦人科医院 〒257-0002 0463-77-3228坂田　常穂 坂田　常穂 昭49. 1.15一般        10診療所
     秦医63 秦野市鶴巻南２丁目８番１８号 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平22. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5380280,064.7 高岡外科・脳外科 〒259-1322 0463-88-6868高岡　義行 高岡　義行 昭49. 5. 1一般    診療所
     秦医64 秦野市渋沢２－３－１８ 常　勤:    1 外   脳外 皮  現存
     (医       1) 平22. 5. 1放   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5381280,065.4 一般社団法人秦野伊勢〒257-0031 0463-81-5019一般社団法人秦野伊勢安部　信三 昭49. 8.15外   内   小  診療所
     秦医65 原医師会　秦野市休日秦野市曽屋１１ 常　勤:    1原医師会　会長　安部 現存
     夜間急患診療所 (医       1)　信三 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5382280,066.2 大根中央医院 〒257-0003 0463-77-5277高橋　英男 高橋　英男 平 5. 5.14胃   皮   診療所
     秦医66 秦野市南矢名１－１４－３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5383280,068.8 平野整形外科 〒257-0031 0463-82-0131平野　稔人 平野　稔人 昭50. 4. 1整外 リハ 診療所
     秦医68 秦野市曽屋１－５－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5384280,070.4 医療法人社団松和会　〒257-0003 0463-77-5711医療法人社団　松和会谷亀　光則 平13.10. 1内   循   診療所
     秦医70 望星大根クリニック 秦野市南矢名１－１１－２８ 常　勤:    2　理事長　黒川　清 移動 現存
     (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
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 5385280,071.2 田宮内科 〒259-1322 0463-87-1881田宮　 田宮　 昭52. 6.15内   皮   循  診療所
     秦医71 秦野市渋沢１－１３－２ 常　勤:    1 小   消   現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5386280,075.3 町田皮膚科医院 〒257-0006 0463-77-7664町田　栄子 町田　栄子 平 4. 5. 1皮   診療所
     秦医75 秦野市北矢名１４９－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5387280,077.9 渋沢耳鼻咽喉科医院 〒259-1315 0463-88-1966長崎　光子 長崎　光子 昭63. 8. 1耳い 診療所
     秦医77 秦野市柳町１－１１－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5388280,081.1 及川医院 〒257-0031 0463-81-1820及川　功 及川　功 平元.11. 7一般         6診療所
     秦医81 秦野市曽屋３４８２ 常　勤:    1 療養         8現存
     (医       1) 平22.11. 7内   ひ   他  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5389280,082.9 医療法人社団三喜会　〒257-0001 0463-78-1311医療法人社団三喜会　鈴木　 太 昭56. 1. 1一般        60病院
     (286,082.3) 鶴巻温泉病院 秦野市鶴巻北１－１６－１ 常　勤:   13理事長　藤田　力也 療養       351現存
     秦医82 (医      11) 平23. 1. 1介護       180
     (歯       2) 内   リハ 神内
     非常勤:   10 歯   
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5390280,083.7 島田内科医院 〒257-0031 0463-81-2005島田　繁 島田　繁 昭56. 7.15内   小   診療所
     秦医83 秦野市曽屋１１９１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5391280,085.2 奥田外科・胃腸科クリ〒257-0057 0463-82-8118奥田　憲三 奥田　憲三 平 8. 8. 1外   胃   こう診療所
     秦医85 ニック 秦野市富士見町２－５５ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5392280,088.6 西田医院 〒257-0045 0463-81-0819西田　進 西田　進 平15. 1. 8内   小   診療所
     秦医88 秦野市桜町１－９－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5393280,095.1 齊藤医院 〒257-0043 0463-81-0538齊藤　彰 齊藤　彰 平22. 2. 1耳い 他   診療所
     秦医95 秦野市栄町５－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 2. 1
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 5394280,096.9 秦野北クリニック 〒259-1306 0463-75-1121内藤　宗生 内藤　宗生 昭61. 9. 1内   小   皮  診療所
     秦医96 秦野市戸川６０５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5395280,097.7 大森内科医院 〒257-0035 0463-81-4199大森　浩司 大森　浩司 昭61.12. 1内   診療所
     秦医97 秦野市本町３－９－４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5396280,098.5 栄枝皮膚科 〒257-0034 0463-81-2886栄枝　重典 栄枝　重典 昭62. 4.15皮   診療所
     秦医98 秦野市大秦町１－７半田歯科ビル常　勤:    2 現存
     ２Ｆ (医       2) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5397280,102.5 中村医院 〒257-0001 0463-77-0813中村　正彦 中村　正彦 昭63. 4.29内   小   外  診療所
     秦医102 秦野市鶴巻北１－２２－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5398280,106.6 南が丘クリニック 〒257-0013 0463-82-7606医療法人社団橘会　理原田　衛 平元.11. 1内   循   呼  診療所
     秦医106 秦野市南が丘１－９ 常　勤:    1事長　原田　衛 神内 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5399280,111.6 医療法人社団　安部小〒259-1321 0463-87-0831医療法人社団安部小児安部　信三 平 2. 8. 1小   内   診療所
     秦医111 児科医院 秦野市曲松２－２－１２ 常　勤:    1科医院　理事長　阿部 現存
     (医       1)　信三 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5400280,113.2 常成福祉診療所 〒259-1302 0463-75-3300社会福祉法人　常成福福田　竜基 平 2. 9. 1内   神   精  診療所
     秦医113 秦野市菩提１７１１－２ 常　勤:    1祉会　理事長　草柳　 外   整外 ひ  現存
     (医       1)直 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5401280,114.0 財団法人鉄道弘済会　〒257-0006 0463-77-3222公益財団法人鉄道弘済笹尾　玄 平 2. 9. 1内   小   精  診療所
     秦医114 総合福祉センター附属秦野市北矢名１１９５－３ 常　勤:    2会　理事長　佐々木　 現存
     診療所 (医       2)信幸 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5402280,115.7 丘の上クリニック 〒257-0024 0463-83-6301岡田　武史 岡田　武史 平 2.10.15内   診療所
     秦医115 秦野市名古木１２１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5403280,116.5 医療法人社団　遠藤医〒257-0002 0463-77-1467医療法人社団遠藤医院遠藤　政隆 平 2.12. 1内   小   診療所
     秦医116 院 秦野市鶴巻南５－２－８ 常　勤:    1　理事長　遠藤　政隆 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5404280,119.9 さくら整形外科 〒257-0027 0463-84-7774小倉　基晴 小倉　基晴 平26. 1.14整外 リハ 診療所
     秦医119 秦野市西田原２１４－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5405280,120.7 内藤医院 〒257-0042 0463-81-0221医療法人社団内藤医院内藤　剛彦 平 4. 7. 1内   小   アレ診療所
     秦医120 秦野市寿町８－５ 常　勤:    1　理事長　内藤　剛彦 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5406280,122.3 医療法人社団　仁輪会〒257-0028 0463-82-5858医療法人社団仁輪会　小野　邦良 平 4.10. 1一般        40病院
     秦医122 　くず葉台病院 秦野市東田原字九沢３４０ 常　勤:    3理事長　髙橋　元治 内   外   麻  現存
     (医       3) 平22.10. 1ひ   他   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5407280,123.1 ほり小児科医院 〒257-0042 0463-84-4081堀　義裕 堀　義裕 平 4.11. 1小   診療所
     秦医123 秦野市寿町４－１６宇山ビル３Ｆ常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5408280,124.9 須藤産科婦人科医院 〒257-0003 0463-77-7666医療法人社団須藤産科須藤　幾三 平 5. 3. 1一般        19診療所
     秦医124 秦野市南矢名４－１２－１２ 常　勤:    1婦人科医院　理事長　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)須藤　幾三 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5409280,127.2 望月眼科医院 〒257-0003 0463-76-9009望月　昭彦 望月　昭彦 平 6. 4. 1眼   診療所
     秦医127 秦野市南矢名１－１４－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5410280,129.8 ほり眼科医院 〒259-1312 0463-87-1175医療法人社団　ほり眼堀　武志 平 6. 7. 1眼   診療所
     秦医129 秦野市春日町１－３３ 常　勤:    1科医院　理事長　堀　 組織変更 現存
     (医       1)武志 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5411280,131.4 医療法人財団　青山会〒259-1335 0463-88-0266医療法人財団　青山会上山　岳彦 平 7. 1. 1精神       280病院
     (286,131.8) 　みくるべ病院 秦野市三廻部９４８ 常　勤:    8　理事長　内藤　圭之 交代 精   神   内  現存
     秦医131 (医       8) 平22. 1. 1歯   
     非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5412280,132.2 医療法人社団　康輝会〒257-0001 0463-77-4850医療法人社団　康輝会仲野　伸 平16. 1. 1内   麻   診療所
     秦医132 　仲野医院 秦野市鶴巻北１－１７－１３ 常　勤:    1　理事長　仲野　伸 移動 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
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 5413280,134.8 岩垣小児科医院 〒257-0003 0463-78-3650医療法人社団　岩垣小岩垣　浩之 平 7. 5. 1小   診療所
     秦医134 秦野市南矢名４－５－１４ 常　勤:    1児科医院　理事長　岩 組織変更 現存
     (医       1)垣　浩之 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5414280,135.5 医療法人社団　山口内〒257-0014 0463-83-3183医療法人社団　山口内山口　康夫 平 7. 5. 1内   診療所
     秦医135 科循環器科 秦野市今泉３５９ 常　勤:    1科循環器科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)山口　康夫 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5415280,136.3 山口医院 〒259-1317 0463-88-0020医療法人社団　博仁会山口　善文 平 7. 6. 1内   小   診療所
     秦医136 秦野市並木町１－２９ 常　勤:    1　理事長　山口　善文 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5416280,137.1 森腎クリニック 〒257-0003 0463-76-1112森　忠三 森　忠三 平 7. 6.15ひ   内   診療所
     秦医137 秦野市南矢名１－１４－３４第３常　勤:    1 新規 現存
     東海パッセージビル２Ｆ (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5417280,138.9 医療法人社団　仁輪会〒257-0011 0463-84-3737医療法人社団　仁輪会古木　隆元 平 7. 6.15内   外   ひ  診療所
     秦医138 　くず葉台病院附属南秦野市尾尻９４０－５ハイブリッ常　勤:    1　理事長　髙橋　元治 新規 他   現存
     口診療所 ジⅡ－２Ｆ (医       1) 平22. 6.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5418280,139.7 医療法人　亀崎医院 〒257-0041 0463-81-0056医療法人　亀崎医院　亀﨑　華家 平 7.12. 4内   小   呼  診療所
     秦医139 秦野市入船町２－８ 常　勤:    1理事長　亀﨑　華家 組織変更 消   現存
     (医       1) 平22.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5419280,140.5 西本耳鼻咽喉科医院 〒259-1315 0463-88-1120西本　喜胤 西本　喜胤 平 8. 1. 1耳い 診療所
     秦医140 秦野市柳町１－２１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5420280,141.3 宮野内科・小児科医院〒257-0042 0463-81-2802医療法人社団　猶興会宮野　龍介 平22.11.22内   小   診療所
     秦医141 秦野市寿町５－１４ 常　勤:    1　理事長　宮野　龍介 移動 現存
     (医       1) 平22.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5421280,142.1 さいとうクリニック 〒257-0034 0463-84-5222齊藤　昭人 齊藤　昭人 平 8. 7. 1脳外 外   診療所
     秦医142 秦野市大秦町１－８トミービル３常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5422280,143.9 小松循環器科・内科 〒257-0011 0463-83-6640医療法人　小松循環器小松　親義 平13. 1. 1循   内   診療所
     秦医143 秦野市尾尻９３１－７けやきビル常　勤:    1科・内科　理事長　小 移動 現存
     ２Ｆ (医       1)松　親義 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5423280,148.8 森田医院 〒259-1311 0463-88-0808医療法人社団　森田医森田　純一 平 9. 5. 1内   小   消  診療所
     秦医148 秦野市弥生町５－１１ 常　勤:    1院　理事長　森田　純 組織変更 現存
     (医       1)一 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5424280,149.6 大秦野内科クリニック〒257-0035 0463-83-7788医療法人社団　賢仁会渡邉　誠一 平 9. 6. 1内   消   診療所
     秦医149 秦野市本町２－５－６ 常　勤:    1　大秦野内科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　渡邉　誠 平24. 6. 1
     一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5425280,152.0 笹尾内科 〒257-0003 0463-77-2575医療法人社団　笹尾内笹尾　玄 平10. 7. 1内   小   診療所
     秦医152 秦野市南矢名６９８－５ 常　勤:    1科　理事長　笹尾　玄 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5426280,155.3 上岡眼科医院 〒257-0051 0463-81-0708医療法人　上岡眼科医上岡　康雄 平10.11. 1眼   診療所
     秦医155 秦野市今川町４－１４ 常　勤:    2院　理事長　上岡　康 組織変更 現存
     (医       2)雄 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5427280,156.1 平石整形外科 〒257-0011 0463-85-1122医療法人　平誠会　理平石　誠 平10.11. 1整外 リウ 外  診療所
     秦医156 秦野市尾尻５７３－１ 常　勤:    1事長　平石　誠 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5428280,163.7 医療法人社団　博慈会〒259-1305 0463-89-1555医療法人社団　博慈会飯沼　克博 平12. 7. 1外   内   消  診療所
     秦医163 　いいぬまクリニック秦野市堀川１７３－１ 常　勤:    1　理事長　飯沼　克博 組織変更 リハ 小   小外現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5429280,164.5 石原小児科 〒259-1315 0463-87-8686医療法人社団　宏栄会石原　幸宏 平12. 7. 1小   診療所
     秦医164 秦野市柳町１－１７ー１１ 常　勤:    1　理事長　石原　幸宏 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5430280,165.2 医療法人　関野小児科〒257-0011 0463-84-2580医療法人　関野小児科関野　高弘 平12. 7. 1小   内   診療所
     秦医165 内科クリニック 秦野市尾尻９４２－９ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　関野　高弘 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5431280,169.4 駅前神経内科 〒257-0011 0463-85-0900稲田　良宜 稲田　良宜 平13. 3.15神内 脳外 心内診療所
     秦医169 秦野市尾尻９３１－７けやきビル常　勤:    1 新規 リハ 放   精  現存
     ４Ｆ (医       1) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5432280,171.0 みどりクリニック 〒259-1305 0463-89-2250岡田　武史 岡田　武史 平13. 9. 1内   麻   アレ診療所
     秦医171 秦野市堀川７４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5433280,172.8 医療法人社団　誠知会〒257-0011 0463-85-3201医療法人社団　誠知会小倉　裕幸 平13.12. 1内   ひ   診療所
     秦医172 　秦野南口クリニック秦野市尾尻９４３－１０秦野ＴＫ常　勤:    1　理事長　石田　直人 新規 現存
     ビル１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5434280,173.6 安部内科胃腸科クリニ〒257-0035 0463-83-3700医療法人社団　徳医会安部　雅夫 平13.12. 1内   胃   診療所
     秦医173 ック 秦野市本町１－９－６ 常　勤:    1　理事長　安部　雅夫 組織変更 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5435280,175.1 東海メンタルクリニッ〒257-0003 0463-69-5559長島　克彦 長島　克彦 平14. 4.15精   心内 神  診療所
     秦医175 ク 秦野市南矢名１－２－１産興クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックビル３Ｆ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5436280,176.9 あべ整形外科 〒257-0003 0463-69-5556安部　総一郎 安部　総一郎 平14. 4.15整外 リハ 外  診療所
     秦医176 秦野市南矢名１－２－１産興クリ常　勤:    1 新規 内   現存
     ニックビル２Ｆ (医       1) 平26. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5437280,179.3 しぶさわ整形外科 〒259-1325 0463-89-5678牧　吉男 牧　吉男 平14. 7.15整外 形外 リハ診療所
     秦医179 秦野市萩が丘２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5438280,181.9 古閑医院 〒259-1315 0463-88-0030医療法人社団　柳桜会古閑　俊浩 平15. 1. 1小   内   アレ診療所
     秦医181 秦野市柳町１－４－１２ 常　勤:    2　理事長　古閑　俊浩 組織変更 現存
     (医       2) 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5439280,183.5 川口医院 〒257-0048 0463-82-3549川口　健一 川口　健一 平15. 7.14産婦 内   診療所
     秦医183 秦野市幸町４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 7.14
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5440280,184.3 城島医院 〒257-0043 0463-82-6650医療法人　睦会　理事城島　標雄 平15. 7. 1外   胃   診療所
     秦医184 秦野市栄町８－７ 常　勤:    1長　城島　標雄 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5441280,186.8 秦野メディカルクリニ〒257-0013 0463-84-8155医療法人社団　洋和会黒子　幸一 平16. 4. 1内   ひ   診療所
     秦医186 ック 秦野市南が丘４－４－１サンシテ常　勤:    2　理事長　工藤　治 新規 現存
     ィー神奈川１Ｆ (医       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5442280,187.6 杉本眼科医院 〒257-0002 0463-69-3133杉本　敬 杉本　敬 平16. 5. 1眼   診療所
     秦医187 秦野市鶴巻南４－３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5443280,188.4 学前クリニック 〒257-0003 0463-69-3106宮﨑　誠司 宮﨑　誠司 平16. 5.15整外 外   内  診療所
     秦医188 秦野市南矢名３－７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5444280,189.2 横田整形外科 〒259-1315 0463-89-2121医療法人優香会　理事横田　良二 平16. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     秦医189 秦野市柳町１－１－１６ 常　勤:    1長　横田　良二 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5445280,191.8 山門内科クリニック 〒257-0015 0463-82-8200医療法人　山門内科　山門　敏志 平16. 7. 1内   循   小  診療所
     秦医191 秦野市平沢１４８１－１ 常　勤:    1理事長　山門　敏志 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5446280,192.6 新川クリニック 〒257-0003 0463-76-3341医療法人　恵栄会　理新川　敦 平22. 7.20一般 診療所
     秦医192 秦野市南矢名１－６－４０ 常　勤:    1事長　新川　敦 移動     一般     8現存
     (医       1) 平22. 7.20耳い アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5447280,194.2 丸山クリニック 〒257-0002 0463-77-8788医療法人社団　Ｍａｔ丸山　博志 平17. 5. 1内   神内 リハ診療所
     秦医194 秦野市鶴巻南４－５－２２ 常　勤:    1ｅｒａ　理事長　丸山 組織変更 消   現存
     (医       1)　博志 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5448280,195.9 医療法人社団マノア会〒259-1315 0463-89-4311医療法人社団マノア会前田　陽 平17. 6. 1眼   診療所
     秦医195 　前田眼科 秦野市柳町１－１－１ 常　勤:    1　理事長　前田　陽 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5449280,196.7 あおば眼科 〒259-1322 0463-85-6014海平　淳一 海平　淳一 平17. 7. 1眼   診療所
     秦医196 秦野市渋沢１２３０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5450280,197.5 はたの渋沢クリニック〒259-1321 0463-89-3181医療法人社団　秦和会髙橋　幸枝 平17. 9. 1心内 精   内  診療所
     秦医197 秦野市曲松１－４－３９ 常　勤:    1　理事長　高橋　幸枝 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5451280,198.3 すずきこどもクリニッ〒257-0034 0463-83-3715医療法人すずきこども鈴木　宗雄 平17.11. 1小   アレ 診療所
     秦医198 ク 秦野市大秦町１－８トミービル２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     Ｆ (医       1)鈴木　宗雄 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5452280,199.1 みかんクリニック 〒259-1315 0463-89-6511医療法人社団　北條会猪狩　中 平22. 7. 1内   皮   精  診療所
     (286,199.5) 秦野市柳町１－２０－７ 常　勤:    1　理事長　諸星　咲子 移動 婦   耳   歯  現存
     秦医199 (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5453280,200.7 医療法人社団　Ｓｔｒ〒257-0001 0463-77-8401医療法人社団　Ｓｔｒ正山　泰 平18.12. 1内   呼   診療所
     秦医200 ａｄａ　湘風クリニッ秦野市鶴巻北１－１－５産興鶴巻常　勤:    1ａｄａ　理事長　正山 組織変更 現存
     ク ビル２０２ (医       1)　泰 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5454280,201.5 医療法人社団　五常会〒259-1313 0463-87-6282医療法人社団　五常会稗田　圭一郎 平18.12. 1精   神   心内診療所
     秦医201 　鶴巻メンタルクリニ秦野市松原町３－３１ 常　勤:    1　理事長　稗田　圭一 組織変更 内   現存
     ック (医       1)郎 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5455280,202.3 秦野あおぞらクリニッ〒259-1331 0463-88-2237伊藤　かおる 伊藤　かおる 平19. 1. 1内   整外 診療所
     秦医202 ク 秦野市堀西４４４－３　ウエスト常　勤:    1 新規 現存
     ヒルズ２０１ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5456280,203.1 村松内科胃腸科クリニ〒257-0003 0463-77-1515村松　茂 村松　茂 平19. 4. 1内   胃   消  診療所
     秦医203 ック 秦野市南矢名１－３－８武田ビル常　勤:    1 組織変更 循   呼   現存
     ２階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5457280,204.9 医療法人社団　翠明会〒259-1321 0463-87-8891医療法人社団　翠明会島田　厚 平19. 5. 1内   循   呼  診療所
     秦医204 　あおば診療所 秦野市曲松１－４－１２　ＴＳビ常　勤:    1　理事長　島田　厚 組織変更 外   現存
     ル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5458280,205.6 はだの南レディスクリ〒257-0017 0463-26-6080平井　規之 平井　規之 平19. 7. 1産婦 診療所
     秦医205 ニック 秦野市立野台１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5459280,207.2 長島クリニック 〒259-1321 0463-88-2756長島　圭士郎 長島　圭士郎 平20. 1.15皮   診療所
     秦医207 秦野市曲松２－１－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5460280,208.0 医療法人社団　三喜会〒257-0001 0463-26-8120医療法人社団　三喜会栗栖　明 平20. 3.15内   外   診療所
     秦医208 　鶴巻ホームケアクリ秦野市鶴巻北２－１４－２ 常　勤:    1　理事長　藤田　力也 新規 現存
     ニック (医       1) 平26. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5461280,210.6 医療法人　鈴成会　鈴〒259-1321 0463-89-0770医療法人　鈴成会　理鈴木　弘治 平21. 7. 1外   内   他  診療所
     秦医210 木クリニック 秦野市曲松１－４－３９やまゆり常　勤:    1事長　鈴木　弘治 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5462280,211.4 柿崎クリニック 〒257-0006 0463-73-8231柿崎　徹 柿崎　徹 平22. 9. 1内   外   他  診療所
     秦医211 秦野市北矢名１３０９－１　ハレ常　勤:    1 新規 現存
     クラニ１Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5463280,212.2 かとう内科クリニック〒257-0003 0463-69-3150加藤　洋隆 加藤　洋隆 平23. 4. 1内   アレ 皮  診療所
     秦医212 秦野市南矢名１－１５－３－１ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5464280,214.8 町沢訪問クリニック 〒259-1331 0463-71-5763平尾　晋 平尾　晋 平24. 6. 1内   診療所
     秦医214 秦野市堀西９０７　４号棟 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5465280,215.5 石垣クリニック 〒257-0007 0463-77-8055石垣　玲子 石垣　玲子 平24.11. 1内   アレ 他  診療所
     秦医215 秦野市鶴巻１６９６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5466981,050.8 神奈川県平塚保健福祉〒257-0031 0463-82-1428神奈川県知事 南出　純二 昭44.10.11内   診療所
     秦医50 事務所秦野センター 秦野市曽屋２－９－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5467990,001.0 独立行政法人国立病院〒257-0025 0463-81-1771独立行政法人国立病院根本　悦夫 昭32. 7. 1一般       320地域支援
     秦医1 機構　神奈川病院 秦野市落合６６６－１ 常　勤:   29機構　理事長　桐野　 結核        50病院
     (医      29)髙明 平23. 7. 1内   精   呼  現存
     非常勤:   19 循   アレ リウ
     (医      19) 小   外   整外
     呼外 皮   ひ  
     耳い リハ 放  
     麻   心内 脳外
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 5468290,006.6 医療法人弘徳会　愛光〒243-0005 0462-21-1737医療法人弘徳会　理事竹内　知夫 昭32. 9. 1精神       385病院
     (296,006.0) 病院 厚木市松枝２－７－１ 常　勤:   15長　竹内　知夫 精   神内 心内現存
     厚医6 (医      15) 平23. 9. 1歯   他   
     非常勤:   10
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5469290,011.6 医療法人仁愛会　近藤〒243-0001 046-221-2375医療法人仁愛会　理事近藤　勉 昭32. 9.20一般       111病院
     厚医11 病院 厚木市東町３－３ 常　勤:    5長　近藤　勉 内   外   整外現存
     (医       5) 平23. 9.20脳外 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5470290,020.7 仁厚会病院 〒243-0018 0462-21-3330医療法人仁厚会　理事近藤　脩 昭63.11.24一般        87病院
     (296,020.1) 厚木市中町３－８－１１ 常　勤:    7長　近藤　脩 療養        44療養病床
     厚医20 (医       5) 平21.11.24内   小   外  現存
     (歯       2) 整外 形外 美外
     非常勤:   43 脳外 婦   ひ  
     (医      39) リハ 歯   歯外
     (歯       4) 神内 麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5471290,036.3 窪田医院 〒243-0041 0462-21-2200窪田　浩 窪田　浩 昭39.11. 1内   小   診療所
     厚医36 厚木市緑ケ丘２の５の５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5472290,047.0 倉品産婦人科医院 〒243-0032 0462-21-6241倉品　治平 倉品　治平 昭41.11. 1一般        14診療所
     厚医47 厚木市恩名１－８－６２ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5473290,049.6 鈴木眼科医院 〒243-0018 0462-21-2369鈴木　昭久 鈴木　昭久 昭42. 5. 1眼   診療所
     厚医49 厚木市中町４－１４－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5474290,056.1 山口胃腸科クリニック〒243-0018 0462-22-0526山口　慶三 山口　慶三 昭63. 9. 1内   胃   外  診療所
     厚医56 厚木市中町３－１８－１９ＳＡＮ常　勤:    1 消   現存
     ビル (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5475290,068.6 高橋内科 〒243-0022 0462-23-0188高橋　正年 高橋　正年 昭46. 9. 1内   小   診療所
     厚医68 厚木市酒井２５３７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5476290,070.2 石川産婦人科医院 〒243-0816 0462-23-0161石川　明 石川　明 昭47. 8.15産婦 診療所
     厚医70 厚木市林８３９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8.15
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 5477290,072.8 厚木市休日夜間急患診〒243-0004 046-297-5199一般社団法人　厚木市馬嶋　順子 平18. 2. 1内   小   耳い診療所
     厚医72 療所 厚木市水引１－１６－４５ 常　勤:    1医師会　会長　笹生　 移動 現存
     (医       1)正人 平24. 2. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5478290,073.6 七沢リハビリテーショ〒243-0121 0462-49-2806神奈川県知事 山下　俊紀 昭48. 4. 1一般       245病院
     (296,073.0) ン病院脳血管センター厚木市七沢１３０４ 常　勤:   14 内   精   神内現存
     厚医73 (医      13) 平24. 4. 1リウ 整外 脳外
     (歯       1) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   14 眼   耳い リハ
     (医      14) 放   歯   麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5479290,075.1 社会福祉法人神奈川県〒243-0121 0462-49-2503神奈川県知事 勝又　壮一 昭48. 8. 1一般       320病院
     (296,075.5) 総合リハビリテーショ厚木市七沢５１６ 常　勤:   36 内   精   小  現存
     厚医75 ン事業団　神奈川リハ (医      34) 平24. 8. 1外   整外 脳外
     ビリテーション病院 (歯       2) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   19 眼   耳い リハ
     (医      19) 放   神内 歯外
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5480290,079.3 三宅皮膚科医院 〒243-0018 0462-24-2256三宅　啓之 三宅　啓之 昭50. 2.15皮   診療所
     厚医79 厚木市中町４－１０－４－２０３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5481290,080.1 古屋産婦人科医院 〒243-0813 0462-24-8803古屋　幹郎 古屋　幹郎 昭50. 4.15産婦 麻   小  診療所
     厚医80 厚木市妻田東２－３－３ 常　勤:    1 内   皮   現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5482290,087.6 永田クリニック 〒243-0018 0462-24-6810永田　正博 永田　正博 昭52. 1. 1内   皮   ひ  診療所
     厚医87 厚木市中町４－１－３渋谷ビル２ 現存
     Ｆ 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5483290,091.8 田島外科 〒243-0212 0462-41-8715田島　育郎 田島　育郎 昭52.11. 1一般        16診療所
     厚医91 厚木市及川１－１２－１５ 常　勤:    1 胃   外   こう現存
     (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5484290,093.4 中村医院 〒243-0032 0462-48-0285中村　驍 中村　驍 昭58. 8. 1内   小   診療所
     厚医93 厚木市恩名１５１７－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
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 5485290,096.7 塩塚小児科医院 〒243-0014 0462-28-7639塩塚　瑛子 塩塚　瑛子 平 3.10. 1小   内   診療所
     厚医96 厚木市旭町２の１２の１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5486290,098.3 菊池医院 〒243-0037 0462-47-1877菊池　福三郎 菊池　福三郎 昭54. 8.15内   小   皮  診療所
     厚医98 厚木市毛利台２－２－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5487290,100.7 厚木産婦人科医院 〒243-0018 0462-21-5166佐藤　高 佐藤　高 昭54.12. 1一般        10診療所
     厚医100 厚木市中町３丁目９番３号 産婦 休止
     平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5488290,106.4 オバネ眼科 〒243-0014 0462-28-9227尾羽澤　ヒナ 尾羽澤　ヒナ 平 7. 1.23眼   診療所
     厚医106 厚木市旭町１－２６－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5489290,114.8 東名厚木病院 〒243-0034 0462-29-1771社会医療法人社団　三杉山　茂樹 昭59. 9. 1一般       267地域支援
     厚医114 厚木市船子２３２ 常　勤:   41思会　理事長　中　佳 内   消   外  病院
     (医      41)一 平23. 9. 1循   脳外 形外現存
     非常勤:    2 整外 呼   ひ  
     (医       2) 皮   精   リハ
     アレ リウ 麻  
     美外 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5490290,118.9 井上医院 〒243-0014 046-228-6731井上　秀幸 井上　秀幸 平13. 1. 1内   胃   循  診療所
     厚医118 厚木市旭町１－２５－５ハピネス常　勤:    1 移動 小   皮   婦  現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5491290,124.7 新井医院 〒243-0014 0462-29-4341新井　裕二 新井　裕二 昭62. 5.15内   胃   外  診療所
     厚医124 厚木市旭町１－２７－５ＭＳビル常　勤:    1 現存
     ３Ｆ (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5492290,127.0 ヘルスケアクリニック〒243-0018 0462-23-1150公益財団法人健康予防神戸　義人 昭62.10.15内   消   婦  診療所
     厚医127 厚木 厚木市中町３－６－１７ 常　勤:    2医学財団　理事長　横 現存
     (医       2)須賀　浩二 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5493290,129.6 石崎内科クリニック 〒243-0018 0462-21-3913石崎　元久 石崎　元久 昭63. 2. 1内   循   診療所
     厚医129 厚木市中町４－６－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5494290,130.4 相州病院 〒243-0201 0462-41-3351医療法人社団青木末次若田部　博文 昭63. 2. 1精神       263病院
     厚医130 厚木市上荻野１６８２－３ 常　勤:    9郎記念会　理事長　黒 内   精   神  現存
     (医       9)岩　隆 平24. 2. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5495290,133.8 杉浦医院 〒243-0018 0462-21-0121酒井　英光 酒井　英光 昭63. 8.24内   小   整外診療所
     厚医133 厚木市中町１－８－６ 常　勤:    2 脳外 リハ 現存
     (医       2) 平24. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5496290,134.6 あらかわクリニック 〒243-0201 0462-41-1616新川　恒夫 新川　恒夫 昭63.10. 1内   胃   小  診療所
     厚医134 厚木市上荻野１１６４－１上荻野常　勤:    1 皮   現存
     郵便局２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5497290,139.5 有泉こどもクリニック〒243-0018 046-224-8878有泉　隆裕 有泉　隆裕 平17. 1. 4内   小   アレ診療所
     厚医139 厚木市中町２－１３－１６ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平23. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5498290,140.3 田中クリニック 〒243-0212 0462-42-3511田中　信忠 田中　信忠 平元. 3.15一般         5診療所
     厚医140 厚木市及川５７２番地 常　勤:    2 内   産婦 小  現存
     (医       2) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5499290,141.1 のぞみ医院 〒243-0017 0462-24-7717木我　修 木我　修 平元. 3.15内   胃   循  診療所
     厚医141 厚木市栄町２－６－１８ 常　勤:    1 小   皮   心内現存
     (医       1) 平22. 3.15精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5500290,142.9 医療法人社団　藤和会〒243-0125 046-247-1211医療法人社団　藤和会佐藤　一守 平元. 4. 1一般        48病院
     厚医142 　厚木佐藤病院 厚木市小野７５９ 常　勤:    4厚木佐藤病院　理事長 療養        80現存
     (医       4)　佐藤　一守 平22. 4. 1精神        54
     非常勤:   29 内   精   神内
     (医      29) 皮   循   小  
     整外 リハ 消  
     ひ   眼   外  
     呼外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5501290,143.7 石井耳鼻咽喉科医院 〒243-0038 046-248-0082医療法人社団石井医院石井　泰平 平元. 9.27耳い アレ 診療所
     厚医143 厚木市愛名９７２－５ 常　勤:    1　理事長　石井　泰平 現存
     (医       1) 平22. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5502290,145.2 相州メンタルクリニッ〒243-0013 0462-27-3600医療法人社団青木末次田川　一郎 平 6. 9. 1内   精   神  診療所
     厚医145 ク 厚木市泉町１５－１２ 常　勤:    2郎記念会　理事長　黒 移動 現存
     (医       2)岩　隆 平24. 9. 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   613 頁

 5503290,146.0 池田皮膚科医院 〒243-0018 0462-24-0261医療法人社団池田皮膚池田　榮佑 平 2. 2. 1皮   アレ 診療所
     厚医146 厚木市中町２－１４－１１ 常　勤:    1科医院　理事長　池田 現存
     (医       1)　栄一郎 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5504290,148.6 黄金井形成外科小児科〒243-0121 0462-48-7777黄金井　康巳 黄金井　康巳 平 2. 5. 1形外 整外 外  診療所
     厚医148 クリニック 厚木市七沢８０４ 常　勤:    2 小   内   リハ現存
     (医       2) 平23. 5. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5505290,150.2 大森耳鼻咽喉科医院 〒243-0003 0462-21-2730医療法人社団大森耳鼻大森　剛哉 平 2. 6.20耳い 診療所
     厚医150 厚木市寿町２－４－６ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)大森　剛哉 平23. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5506290,151.0 鳶尾診療所 〒243-0204 0462-41-7100医療法人社団鳶尾診療佐藤　昭治 平 2. 8. 1内   小   眼  診療所
     厚医151 厚木市鳶尾２－２５－２－１０６常　勤:    1所　理事長　佐藤　昭 現存
     (医       1)治 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5507290,152.8 厚木こどもクリニック〒243-0014 0462-28-8102佐藤　忠幸 佐藤　忠幸 平 2. 9.15内   小   診療所
     厚医152 厚木市旭町１－１５－１６千幸ビ常　勤:    1 現存
     ル１０２ (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5508290,156.9 医療法人社団　善仁会〒243-0018 046-297-0105医療法人社団　善仁会千葉　哲男 平22. 5. 3他   診療所
     厚医156 　厚木クリニック 厚木市中町３－６－１４神奈中厚常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 移動 現存
     木第二ビル３Ｆ (医       1) 平22. 5. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5509290,160.1 とうめい厚木クリニッ〒243-0034 046-229-3377社会医療法人社団　三山田　拓司 平19.12.25内   循   消  診療所
     厚医160 ク 厚木市船子２３７ 常　勤:    5思会　理事長　中　佳 移動 呼   外   整外現存
     (医       5)一 平25.12.25リハ 形外 脳外
     非常勤:   18 皮   精   ひ  
     (医      18) 眼   美外 小  
     婦   耳い 神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5510290,161.9 あつぎ皮膚科 〒243-0003 0462-25-6185鳥飼　抄順 鳥飼　抄順 平 4. 7.15皮   診療所
     厚医161 厚木市寿町２－６－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5511290,167.6 医療法人社団後楽会　〒243-0035 0462-48-6778医療法人社団後楽会な長尾　玉子 平 5. 2. 1眼   診療所
     厚医167 ながお眼科 厚木市愛甲１－４－３ 常　勤:    1がお眼科　理事長　長 組織変更 現存
     (医       1)尾　玉子 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5512290,168.4 医療法人社団秀生会　〒243-0803 0462-45-8131医療法人社団秀生会　小幡　弥生 平 5. 3. 1皮   診療所
     厚医168 小幡皮フ科クリニック厚木市山際６１５－７ＴＡＫＥＯ常　勤:    2理事長　小幡　弥生 組織変更 現存
     ビル１Ｆ (医       2) 平23. 3. 1
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 5513290,172.6 つるくぼ耳鼻咽喉科 〒243-0018 0462-21-4187鶴窪　一行 鶴窪　一行 平 5. 5.15耳い 診療所
     厚医172 厚木市中町３－３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5514290,173.4 井上耳鼻咽喉科医院 〒243-0013 0462-28-1162井上　秀朗 井上　秀朗 平 5. 5.23耳い 診療所
     厚医173 厚木市泉町１０－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5515290,174.2 馬嶋医院 〒243-0203 0462-41-1350馬嶋　順子 馬嶋　順子 平 5. 6. 8内   小   診療所
     厚医174 厚木市下荻野１１２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5516290,176.7 とみた小児科 〒243-0807 046-222-3321冨田　博 冨田　博 平15.11.27内   小   診療所
     厚医176 厚木市金田５６９－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5517290,178.3 医療法人社団　三宅眼〒243-0017 0462-21-3738医療法人社団　三宅眼三宅　正敬 平 5.10. 1眼   診療所
     厚医178 科医院 厚木市栄町１－１３－２０ 常　勤:    3科医院　理事長　三宅 組織変更 現存
     (医       3)　彰 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5518290,179.1 医療法人社団　慈愛会〒243-0014 0462-28-0115医療法人社団　慈愛会塩塚　幸彦 平 5.10. 1一般        17診療所
     厚医179 　塩塚産婦人科 厚木市旭町２－１２－１５ 常　勤:    1　理事長　塩塚　幸彦 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5519290,181.7 医療法人鉄蕉会　森の〒243-0122 0462-47-2121医療法人鉄蕉会　理事須藤　隆二 平 6. 3. 1一般        62病院
     厚医181 里病院 厚木市森の里３－１－１ 常　勤:    7長　亀田　隆明 交代 内   外   整外現存
     (医       7) 平24. 3. 1麻   皮   ひ  
     非常勤:   29 神内 他   
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5520290,185.8 厚木精華園診療所 〒243-0201 046-291-0780社会福祉法人　かなが吉田　正樹 平 6. 7. 1内   精   歯  診療所
     (296,185.2) 厚木市上荻野４８３５－１ 常　勤:    1わ共同会　理事長　米 新規 皮   現存
     厚医185 (医       1)山　勝彦 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5521290,186.6 クリニック原 〒243-0035 0462-50-6995原　武史 原　武史 平 6. 8. 1内   精   神  診療所
     厚医186 厚木市愛甲９７４－１ 常　勤:    1 新規 神内 呼   リハ現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5522290,187.4 森本整形外科医院 〒243-0035 0462-48-8185森本　隆雄 森本　隆雄 平 6.10. 1外   整外 皮  診療所
     厚医187 厚木市愛甲１－１８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5523290,188.2 光ヶ丘医院 〒243-0032 046-221-1811医療法人社団　観成会老山　良男 平18.12.10内   診療所
     厚医188 厚木市恩名２－２３－２６ 常　勤:    3　理事長　老山　良男 移動 現存
     (医       3) 平24.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5524290,192.4 福田整形外科 〒243-0812 0462-22-3461福田　邦夫 福田　邦夫 平 7. 6. 1整外 リハ 診療所
     厚医192 厚木市妻田北１－１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5525290,195.7 妻田内科クリニック 〒243-0815 0462-23-3121医療法人社団　博愛会鈴木　雅人 平 7.11. 1内   整外 ひ  診療所
     厚医195 厚木市妻田西３－１７－８ 常　勤:    1　理事長　鈴木　雅人 組織変更 皮   他   現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5526290,197.3 厚木整形外科 〒243-0013 0462-28-3336医療法人社団　厚木整田 　研吉 平 7.12. 1整外 放   リハ診療所
     厚医197 厚木市泉町３－５　厚木フォーラ常　勤:    1形外科　理事長　田 組織変更 現存
     ムビル２階 (医       1)　研吉 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5527290,199.9 内田医院 〒243-0011 0462-21-0107柚本　敦子 柚本　敦子 平 8. 4. 1内   診療所
     厚医199 厚木市厚木町４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5528290,202.1 せいきょう　あつぎ診〒243-0004 0427-48-2261神奈川北央医療生活協旭　光一 平 8. 6. 1内   アレ 整外診療所
     厚医202 療所 厚木市水引２－８－２９ 常　勤:    2同組合　理事長　中屋 新規 現存
     (医       2)　重勝 平23. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5529290,203.9 笹生循環器クリニック〒243-0014 0462-27-1919医療法人社団　笹生循笹生　正人 平 8. 7. 1一般         8診療所
     厚医203 厚木市旭町５－４７－１ 常　勤:    1環器クリニック　理事 組織変更 内   外   循  現存
     (医       1)長　笹生　正人 平23. 7. 1心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5530290,204.7 塩塚クリニック 〒243-0014 046-228-4628医療法人社団　慈愛会大谷　育子 平15. 7.22産婦 診療所
     厚医204 厚木市旭町１－２７－５ＭＳビル常　勤:    2　理事長　塩塚　幸彦 移動 現存
     ４Ｆ (医       2) 平21. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5531290,205.4 箕浦メディカルクリニ〒243-0804 0462-45-0146医療法人社団　箕浦会雨宮　寛彦 平 8.11. 1内   外   小  診療所
     厚医205 ック 厚木市関口８２３－１ 常　勤:    2　理事長　箕浦　克則 組織変更 消   こう リハ現存
     (医       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5532290,207.0 医療法人社団　望星会〒243-0013 046-227-6211医療法人社団　望星会金重　秀明 平 9. 1. 1内   診療所
     厚医207 　本厚木メディカルク厚木市泉町３－１４　東友ビル３常　勤:    2　理事長　白井　哲夫 交代 現存
     リニック 階 (医       2) 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5533290,208.8 戸室耳鼻科 〒243-0031 0462-23-8749医療法人社団　慶翔会都築　達 平 9. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     厚医208 厚木市戸室１－３２－３　グレー常　勤:    1　理事長　都築　達 組織変更 現存
     スビル　 (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5534290,210.4 後藤整形外科 〒243-0815 046-223-6333医療法人聖和会　理事後藤　典彦 平 9. 4. 1整外 リハ 診療所
     厚医210 厚木市妻田西２－１７－２７ 常　勤:    1長　後藤　典彦 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5535290,212.0 ゆり皮フ科クリニック〒243-0014 046-220-6500山嵜　百合子 山嵜　百合子 平19. 6. 1皮   アレ 診療所
     厚医212 厚木市旭町１－２７－６　本厚木常　勤:    1 移動 現存
     マイビル３階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5536290,213.8 奥井整形外科 〒243-0014 046-229-7066医療法人社団奥井整形奥井　光敏 平16. 1.13整外 リハ 診療所
     厚医213 厚木市旭町１－２７－６ 常　勤:    1外科　理事長　奥井　 移動 現存
     (医       1)光敏 平22. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5537290,215.3 米澤外科内科 〒243-0213 0462-42-1111医療法人　コスモス　米澤　博史 平11. 2. 1一般        19診療所
     厚医215 厚木市飯山１７２ 常　勤:    1理事長　米澤　博史 組織変更 内   外   整外現存
     (医       1) 平23. 2. 1ひ   小   麻  
     リハ 精   心内
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5538290,217.9 医療法人社団　友城会〒243-0203 046-242-3062医療法人社団　友城会太田　和年 平13. 2. 1内   消   外  診療所
     厚医217 　荻野クリニック 厚木市下荻野１１０１－１　 常　勤:    1　理事長　太田　和年 移動 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平25. 2. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5539290,218.7 かとうクリニック 〒243-0014 046-220-0330加藤　秀一 加藤　秀一 平25. 9.20内   アレ 皮  診療所
     厚医218 厚木市旭町４－１－６－１ 常　勤:    1 移動 麻   現存
     (医       1) 平25. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5540290,221.1 神奈川県厚生農業協同〒243-0022 046-229-7115神奈川県厚生農業協同高橋　唯郎 平12. 4. 1内   診療所
     厚医221 組合連合会　ＪＡ健康厚木市酒井３１３２ 常　勤:    1組合連合会　代表理事 新規 現存
     管理センターあつぎ (医       1)理事長　井上　貢 平24. 4. 1
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 5541290,222.9 愛名やまゆり園診療所〒243-0038 046-247-0621社会福祉法人かながわ春原　善治 平12. 4. 1内   精   歯  診療所
     (296,222.3) 厚木市愛名１０００ 常　勤:    1共同会　理事長　米山 その他 現存
     厚医222 (医       1)　勝彦 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5542290,225.2 栄クリニック 〒243-0014 046-220-6800医療法人社団　宏栄会石原　さかえ 平12. 7. 1精   神   心内診療所
     厚医225 厚木市旭町１－３１－８スマイル常　勤:    1　理事長　石原　幸宏 組織変更 現存
     コート・本厚木２０１ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5543290,226.0 医療法人社団　広栄会〒243-0013 046-227-3015医療法人社団　広栄会吉川　広 平12.12. 1内   他   診療所
     厚医226 　厚木循環器・内科ク厚木市泉町３－５厚木フォーラム常　勤:    2　理事長　吉川　広 組織変更 現存
     リニック ビル３Ｆ (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5544290,227.8 梶浦医院 〒243-0213 046-241-1932梶浦　泰生 梶浦　泰生 平13. 3. 1内   外   診療所
     厚医227 厚木市飯山３６０１ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5545290,229.4 厚木こころのクリニッ〒243-0014 046-226-7070医療法人社団　増田厚大沼　剛 平13. 5.15精   神   心内診療所
     厚医229 ク 厚木市旭町１－３２－９ 常　勤:    1生会　理事長　増田　 新規 現存
     (医       1)直樹 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5546290,230.2 あつぎ耳鼻咽喉科クリ〒243-0021 046-226-8741遠藤　智栄子 遠藤　智栄子 平13.10. 1耳い 診療所
     厚医230 ニック 厚木市岡田１－７－１－１０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5547290,235.1 おおぞらクリニック 〒243-0202 046-242-0704八木　剛平 八木　剛平 平14. 1. 1精   神   診療所
     厚医235 厚木市中荻野７２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5548290,237.7 池田クリニック 〒243-0041 046-221-5353池田　正信 池田　正信 平14. 2. 1消   呼   内  診療所
     厚医237 厚木市緑ケ丘１－６－５ 常　勤:    2 新規 小   現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5549290,239.3 立石皮膚科医院 〒243-0804 046-204-1121立石　毅 立石　毅 平14. 5.15皮   診療所
     厚医239 厚木市関口２５４－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5550290,240.1 はせべ内科医院 〒243-0031 046-295-1241長谷部　哲理 長谷部　哲理 平14. 6. 1内   消   診療所
     厚医240 厚木市戸室１－３２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5551290,241.9 あつぎ心療クリニック〒243-0018 046-295-1300医療法人社団　青木末太田　有光 平14. 7. 1精   神   心内診療所
     厚医241 厚木市中町４－６－９ 常　勤:    2次郎記念会　理事長　 新規 内   現存
     (医       2)黒岩　隆 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5552290,242.7 本厚木増田クリニック〒243-0014 046-228-2395増田　豊 増田　豊 平14. 9.15心内 精   神  診療所
     厚医242 厚木市旭町１－２０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5553290,243.5 林眼科クリニック 〒243-0816 046-225-6820小西　隆裕 小西　隆裕 平14.10. 1眼   診療所
     厚医243 厚木市林４－１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5554290,245.0 医療法人社団　厚泉会〒243-0018 046-221-4114医療法人社団　厚泉会古田　泉 平15. 1. 1内   小   循  診療所
     厚医245 　厚木中町クリニック厚木市中町４－１０－２ハラダ中常　勤:    1　理事長　古田　泉 組織変更 呼   アレ リウ現存
     町ビル１Ｆ (医       1) 平21. 1. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5555290,246.8 厚木市立病院 〒243-8588 046-221-1570厚木市長 山本　裕康 平15. 4. 1一般 病院
     厚医246 厚木市水引１－１６－３６ 常　勤:   61 交代     一般   350現存
     (医      61) 平21. 4. 1一般
     非常勤:   16     感染     1
     (医      16) 内   精   小  
     外   整外 形外
     脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   麻   病理
     循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5556290,247.6 宮の里クリニック 〒243-0216 046-242-5001磯野　政樹 磯野　政樹 平15. 4. 1内   小   外  診療所
     厚医247 厚木市宮の里１－２－９ 常　勤:    1 交代 精   現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5557290,248.4 かんきクリニック 〒243-0014 046-228-2002神吉　利典 神吉　利典 平15. 5. 1脳外 神内 内  診療所
     厚医248 厚木市旭町５－３５－１５エスポ常　勤:    1 新規 現存
     ワールＮＯＵＪＹＯＵ１０１号 (医       1) 平21. 5. 1
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 5558290,251.8 並木産婦人科クリニッ〒243-0815 046-223-1103医療法人　俊英会　理並木　俊始 平19. 9.16一般        19診療所
     厚医251 ク 厚木市妻田西２－１７－１２ 常　勤:    2事長　並木　俊始 移動 産婦 小   現存
     (医       2) 平25. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5559290,252.6 星こどもクリニック 〒243-0016 046-294-5666医療法人社団伸和会　星　伸和 平15.12. 1小   内   皮  診療所
     厚医252 厚木市田村町６－３９ 常　勤:    1理事長　星　伸和 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5560290,254.2 ちどりこどもクリニッ〒243-0812 046-297-7715久保田　千鳥 久保田　千鳥 平21.10.20小   アレ 診療所
     厚医254 ク 厚木市妻田北３－１７－３３ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平21.10.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5561290,255.9 愛甲クリニック 〒243-0035 046-250-9162松島　弘充 松島　弘充 平16. 7. 1一般         1診療所
     厚医255 厚木市愛甲１－８－８富安ビル１常　勤:    1 新規 婦   内   皮  現存
     Ｆ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5562290,257.5 青木医院 〒243-0001 046-221-0031青木　一真 青木　一真 平16.10. 1内   消   外  診療所
     厚医257 厚木市東町３－１９ 常　勤:    2 新規 皮   形外 現存
     (医       2) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5563290,258.3 診療所「本厚木駅前こ〒243-0014 046-229-7830医療法人弘徳会　理事竹内　俊介 平16.10.15精   心内 他  診療所
     厚医258 ころの相談室」 厚木市旭町２－１－１７中川ビル常　勤:    1長　竹内　知夫 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平22.10.15
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5564290,261.7 もうえクリニック 〒243-0815 046-297-6222医療法人　やましち会馬上　喜裕 平17. 1. 6内   呼   診療所
     厚医261 厚木市妻田西３－１３－３６ 常　勤:    1　理事長　馬上　喜裕 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5565290,262.5 小児科内科落合医院 〒243-0033 046-247-1577片山　文彦 片山　文彦 平17. 3.28一般 診療所
     厚医262 厚木市温水１０１６ 常　勤:    1 交代     一般     6現存
     (医       1) 平23. 3.28内   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5566290,263.3 高野クリニック 〒243-0014 046-227-1177髙野　秀雄 髙野　秀雄 平17. 5.15内   診療所
     厚医263 厚木市旭町１－１５－１６千幸ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル８０１ (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5567290,264.1 田村町整形外科クリニ〒243-0016 046-296-1105酒井　明彦 酒井　明彦 平17. 6. 1整外 リウ 内  診療所
     厚医264 ック 厚木市田村町９－３１グランド・常　勤:    1 新規 現存
     エンブレム厚木　Ａ棟 (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5568290,265.8 厚木ハートケアクリニ〒243-0203 046-243-5533伴野　富佐子 伴野　富佐子 平17. 6. 1内   循   心内診療所
     厚医265 ック 厚木市下荻野１４７６－１ソルロ常　勤:    2 新規 神   精   現存
     ーマ本厚木Ｂ号棟１Ｆ (医       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5569290,267.4 ふたば整形外科 〒243-0004 046-295-5449医療法人社団　みのり阪元　政郎 平21. 6.15整外 リハ リウ診療所
     厚医267 厚木市水引２－１－１５ 常　勤:    1会　理事長　阪元　政 移動 内   神内 現存
     (医       1)郎 平21. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5570290,268.2 石垣整形外科 〒243-0036 046-290-2020医療法人社団　正裕会石垣　正美 平17. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     厚医268 厚木市長谷６４６－４ 常　勤:    1　理事長　石垣　正美 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5571290,272.4 松田内科クリニック 〒243-0213 046-243-5225松田　百玉 松田　百玉 平17.10.15内   循   皮  診療所
     厚医272 厚木市飯山２１１９－７クラウド常　勤:    1 新規 呼   現存
     Ⅰ　１Ｆ (医       1) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5572290,273.2 林医院 〒243-0203 046-241-1205林　正博 林　正博 平17.10.24内   循   小  診療所
     厚医273 厚木市下荻野４２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23.10.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5573290,274.0 住友内科医院 〒243-0201 046-242-4976住友　建雄 住友　建雄 平17.11.15内   消   循  診療所
     厚医274 厚木市上荻野２６９－３ 常　勤:    1 新規 アレ 皮   リハ現存
     (医       1) 平23.11.15小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5574290,275.7 本厚木診療室 〒243-0014 046-229-0057緒方　健次郎 緒方　健次郎 平18. 3. 1眼   内   診療所
     厚医275 厚木市旭町３－１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5575290,277.3 厚木医師会検診ルーム〒243-0011 046-222-1259一般社団法人　厚木医田中　信孝 平18. 4.15外   診療所
     厚医277 厚木市厚木町６－１－２０２ 常　勤:    1師会　会長　笹生　正 新規 現存
     (医       1)人 平24. 4.15
     非常勤:   10
     (医      10)
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 5576290,278.1 わたなべ泌尿器科クリ〒243-0018 046-222-8124渡辺　聡 渡辺　聡 平18. 5. 1ひ   内   診療所
     厚医278 ニック 厚木市中町１－５－１０イオン厚常　勤:    1 新規 現存
     木店８Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5577290,279.9 眼科松倉クリニック 〒243-0018 046-210-1181松倉　修司 松倉　修司 平18. 6.15眼   内   診療所
     厚医279 厚木市中町４－４－１３浅岡ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平24. 6.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5578290,280.7 重田内科医院 〒243-0035 046-247-0027医療法人　重田内科医重田　俊一 平18. 8. 1内   小   皮  診療所
     厚医280 厚木市愛甲１－５－９芦川ビル２常　勤:    1院　理事長　重田　俊 組織変更 現存
     Ｆ・Ｂ号室 (医       1)一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5579290,283.1 厚木いいだ眼科 〒243-0014 046-229-8031飯田　和之 飯田　和之 平19. 5.15眼   診療所
     厚医283 厚木市旭町１－２５－５　ハピネ常　勤:    1 新規 現存
     スビル２Ｆ (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5580290,284.9 石橋眼科 〒243-0018 046-230-7123石橋　朋和 石橋　朋和 平19. 8. 1眼   診療所
     厚医284 厚木市中町２－２－１　小田急本常　勤:    1 交代 現存
     厚木ミロード２　７階 (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5581290,287.2 東名厚木メディカルサ〒243-0034 046-229-1937社会医療法人社団　三中川　望 平20.10. 1内   診療所
     厚医287 テライトクリニック 厚木市船子２２４ 常　勤:    3思会　理事長　中　佳 新規 現存
     (医       3)一 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5582290,291.4 厚木胃腸科医院 〒243-0814 046-223-1155寒河江　朋男 寒河江　朋男 平21. 1. 1内   歯   小歯診療所
     (296,291.8) 厚木市妻田南１－１６－３６ 常　勤:    2 交代 他   現存
     厚医291 (医       1) 平21. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5583290,294.8 医療法人　沖縄徳洲会〒243-8551 046-223-3636医療法人　沖縄徳洲会篠崎　伸明 平22. 2. 1一般 病院
     厚医294 　湘南厚木病院 厚木市温水１１８－１ 常　勤:   38　理事長　鈴木　隆夫 交代     一般   253現存
     (医      38) 平22. 2. 1内   神内 外  
     非常勤:   29 呼外 整外 脳外
     (医      29) 形外 小   皮  
     産婦 リハ 放  
     麻   他   呼内
     眼   耳い 
     循内　消内　腎
     内　消外　乳外
     　気食外　肛外
     　腫外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5584290,297.1 ひだかクリニック 〒243-0203 046-243-3800医療法人　ひだかクリ日髙　充 平22. 5. 1内   脳外 診療所
     厚医297 厚木市下荻野１２１２－１ 常　勤:    1ニック　理事長　日髙 交代 現存
     (医       1)　充 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5585290,299.7 ほんあつぎ北口整形外〒243-0018 046-222-8091山口　裕 山口　裕 平22.11. 1整外 リハ 診療所
     厚医299 科 厚木市中町４－１４－３　雅光園常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5586290,300.3 金子クリニック 〒243-0014 046-220-5656金子　雅彦 金子　雅彦 平23. 1. 1精   心内 診療所
     厚医300 厚木市旭町１－２５－５　ハピネ常　勤:    1 交代 現存
     スビル　３Ｆ (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5587290,301.1 ほんあつぎ駅前心療内〒243-0018 046-295-7601小山内　貴 小山内　貴 平23. 6. 1心内 精   診療所
     厚医301 科 厚木市中町２－２－８　厚木セン常　勤:    1 新規 現存
     タービル４Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5588290,302.9 鈴木内科クリニック 〒243-0816 046-297-3131鈴木　康輔 鈴木　康輔 平23.10. 1内   神内 リウ診療所
     厚医302 厚木市林３－６－３８ 常　勤:    1 新規 アレ 他   現存
     (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5589290,303.7 医療法人社団貴栄会　〒243-0815 046-297-4187医療法人社団貴栄会　遠藤　貴士 平23.12. 1耳い 診療所
     厚医303 えんどう耳鼻咽喉科 厚木市妻田西３－１３－２７ 常　勤:    1理事長　遠藤　貴士 交代 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5590290,304.5 小林耳鼻咽喉科 〒243-0035 046-229-3341医療法人良康会　理事小林　良弘 平24. 1. 1耳い 診療所
     厚医304 厚木市愛甲１１１９－１ 常　勤:    1長　小林　良弘 交代 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5591290,306.0 イオン厚木オアシス診〒243-0018 046-297-4123石川　憲司 石川　憲司 平25. 2. 1内   外   診療所
     厚医306 療所 厚木市中町１－５－１０イオン厚常　勤:    1 新規 現存
     木１Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5592290,307.8 南毛利内科 〒243-0035 046-270-6661内山　順造 内山　順造 平25. 4. 1内   他   診療所
     厚医307 厚木市愛甲２－１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5593290,308.6 並木産婦人科本厚木駅〒243-0018 046-224-1108医療法人俊英会　理事石黒　葉子 平25. 4. 1産婦 診療所
     厚医308 前クリニック 厚木市中町３－１－２ＹＤビル２常　勤:    1長　並木　俊始 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5594290,309.4 医療法人社団　朝陽会〒243-0807 046-297-3747医療法人社団　朝陽会渡邊　弘美 平25. 4. 1内   小   他  診療所
     厚医309 　金田クリニック 厚木市金田３８８－４ 常　勤:    1　理事長　藤倉　覺 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5595290,310.2 中野皮膚科クリニック〒243-0018 046-221-1112中野　由美子 中野　由美子 平25. 4. 1皮   診療所
     厚医310 厚木市中町４－１４－４山口ビル常　勤:    1 交代 現存
     ３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5596290,311.0 医療法人社団　三期会〒243-0004 046-224-5533医療法人社団　三期会宮内　倉之助 平25. 4. 1一般        19診療所
     厚医311 　県央胃腸クリニック厚木市水引２－６－３２ 常　勤:    1　理事長　宮内　倉之 組織変更 他   現存
     (医       1)助 平25. 4. 1消内　消外　肛
     非常勤:    4 外
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5597290,312.8 すずき糖尿病内科クリ〒243-0035 046-281-8885鈴木　大輔 鈴木　大輔 平25. 5. 1内   他   診療所
     厚医312 ニック 厚木市愛甲１－３－２４エランド常　勤:    1 新規 現存
     ール２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5598290,313.6 徳川ファミリークリニ〒243-0801 046-281-8651徳川　英雄 徳川　英雄 平25. 6. 1内   外   皮  診療所
     厚医313 ック 厚木市上依知３００２ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5599291,000.8 今岡医院 〒243-0028 046-248-1046今岡　干栄美 今岡　干栄美 平25.10.10内   小   診療所
     厚医1000 厚木市愛甲西３－２－６ 常　勤:    1 交代 循内 現存
     (医       1) 平25.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5600291,001.6 医療法人悠々すこやか〒243-0813 046-221-6480医療法人悠々すこやか丸山　健行 平25.12. 1内   診療所
     厚医1001 会　丸山内科クリニッ厚木市妻田東２－３０－３８ 常　勤:    1会　理事長　丸山　健 交代 胃内 現存
     ク (医       1)行 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5601291,002.4 峯崎整形外科 〒243-0213 046-243-5522医療法人社団厚星会　峯﨑　孝俊 平26. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     厚医1002 厚木市飯山２１２０－６ 常　勤:    1理事長　峯﨑　孝俊 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5602291,003.2 ゆみの内科クリニック〒243-0018 046-259-5217弓野　陽子 弓野　陽子 平26. 6. 1内   呼内 診療所
     厚医1003 厚木市中町２－８－７グランデ本常　勤:    1 新規 循内 現存
     厚木中町１Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5603300,034.6 日本飛行機株式会社航〒242-0026 0462-65-2024日本飛行機株式会社　佐々木　リナ 昭34.10. 1内   診療所
     大和医34 空機整備事業部診療所大和市草柳２－２８ 常　勤:    1航空機整備事業部　取 現存
     (医       1)締役事業部長　米谷　 平22.10. 1
     非常勤:    1友司
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5604300,043.7 山口医院 〒242-0005 0462-74-4067山口　光洋 山口　光洋 昭37.10. 1内   胃   小  診療所
     大和医43 大和市西鶴間１－１１－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5605300,052.8 古谷医院 〒242-0003 045-74-0781 古谷　忠治 古谷　忠治 昭39. 8. 1耳い 気食 診療所
     大和医52 大和市林間２丁目２番１９号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5606300,065.0 小林医院 〒242-0024 046-267-1256小林　繁次 小林　繁次 平21. 5. 8内   小   外  診療所
     大和医65 大和市福田２０８６ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平21. 5. 8
     非常勤:    2
     (医       2)
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 5607300,066.8 大和市立病院 〒242-0018 046-260-0111大和市長 五十嵐　俊久 昭43. 2. 1一般       403病院
     (303,004.6) 大和市深見西８－３－６　 常　勤:   80 内   呼内 神内現存
     大和医66 (医      78) 平22. 2. 1リウ 外   心外
     (歯       2) 脳外 呼外 ひ  
     非常勤:   95 皮   産婦 眼  
     (医      95) 整外 小   耳い
     精   リハ 放  
     病理 麻   歯外
     消内　循内　腎
     内　乳外　血液
     ・腫内　糖・内
     泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5608300,072.6 石垣内科小児科医院 〒242-0014 0462-67-1131石垣　十一郎 石垣　十一郎 昭43.12.15内   小   診療所
     大和医72 大和市上和田１７５０－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5609300,076.7 三浦医院 〒242-0006 0462-74-2954三浦　良彦 三浦　良彦 平 4. 5.10内   胃   脳外診療所
     大和医76 大和市南林間５－２－４ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平22. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5610300,081.7 医療法人正史会　大和〒242-0018 046-261-0161医療法人正史会　理事石井　一彦 昭46. 1. 1精神        70病院
     大和医81 病院 大和市深見西３－２－３７ 常　勤:    7長　石井　一彦 療養       180現存
     (医       7) 平22. 1. 1精   神   
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5611300,082.5 雪外科医院 〒242-0024 0462-67-3828雪下　國雄 雪下　國雄 昭46. 2. 1胃   外   脳外診療所
     大和医82 大和市福田３６０２ 常　勤:    2 皮   こう 内  現存
     (医       2) 平22. 2. 1耳い 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5612300,086.6 北原皮膚科泌尿器科 〒242-0017 0462-61-7217北原　敬二 北原　敬二 昭46. 6.15皮   ひ   性  診療所
     大和医86 大和市大和東２－３－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5613300,093.2 小野寺胃腸科外科医院〒242-0003 0462-74-3521小野寺　美津雄 小野寺　美津雄 昭47. 5. 1一般         5診療所
     大和医93 大和市林間２－４－２１ 常　勤:    1 胃   外   現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5614300,098.1 本多産婦人科・内科医〒242-0024 046-267-7222本多　正弘 本多　正弘 平17.12. 1一般         2診療所
     大和医98 院 大和市福田字甲八ノ区１９７７－常　勤:    2 移動 産婦 内   心内現存
     １ (医       2) 平23.12. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5615300,099.9 塩坂外科医院 〒242-0001 0462-75-3500塩坂　雅司 塩坂　雅司 昭49.10.15胃   外   整外診療所
     大和医99 大和市下鶴間１５５６－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5616300,100.5 土岐医院 〒242-0006 0462-74-9188土岐　秀典 土岐　秀典 昭49.11. 1内   外   眼  診療所
     大和医100 大和市南林間７－１－１６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5617300,106.2 和田クリニック 〒242-0006 0462-74-5251和田　佐 和田　佐 昭51.10.15内   小   皮  診療所
     大和医106 大和市南林間５－１１－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5618300,113.8 つきみ野胃腸科 〒242-0002 0462-74-7055小柳　朝明 小柳　朝明 昭52. 5. 1内   胃   整外診療所
     大和医113 大和市つきみ野７－１３－２１ 常　勤:    1 麻   現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5619300,129.4 青木医院 〒242-0013 0462-64-0205青木　豊治 青木　豊治 昭56. 1. 1内   小   皮  診療所
     大和医129 大和市深見台２－１０－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5620300,130.2 医療法人徳洲会　大和〒242-0021 0462-64-1111医療法人徳洲会　理事野口　有生 昭56. 3. 1一般       199病院
     (306,130.6) 徳洲会病院 大和市中央４－４－１２ 常　勤:   15長　鈴木　隆夫 内   小   外  現存
     大和医130 (医      14) 平23. 3. 1整外 脳外 産婦
     (歯       1) 皮   ひ   眼  
     非常勤:  411 耳い リハ 放  
     (医     403) 歯外 麻   形外
     (歯       8) 循内　消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5621300,131.0 安野医院 〒242-0001 0462-62-0311安野　守 安野　守 昭56.12. 1内   胃   小  診療所
     大和医131 大和市下鶴間２５６８ 常　勤:    1 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平23.12. 1こう リハ 放  
     麻   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5622300,132.8 渡会皮膚科医院 〒242-0007 0462-76-2203渡会　洸 渡会　洸 昭57. 1. 1皮   診療所
     大和医132 大和市中央林間５－７－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5623300,133.6 医療法人社団華青会　〒242-0016 046-261-1244医療法人社団華青会　向井　将 昭57. 7.15一般         6診療所
     大和医133 向井診療所 大和市大和南２－８－９ 常　勤:    1理事長　向井　将 耳い 現存
     (医       1) 平24. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5624300,140.1 田園クリニック 〒242-0002 0462-75-8888宮下　博至 宮下　博至 昭59. 4.15一般         5診療所
     大和医140 大和市つきみ野３－２３－１６ 常　勤:    1 内   小   現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5625300,141.9 大和南眼科 〒242-0016 0462-61-5700田場　久代 田場　久代 昭59. 8.15眼   診療所
     大和医141 大和市大和南２－３－１０ 現存
     平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5626300,144.3 吉田眼科 〒242-0016 046-264-3793吉田　常一郎 吉田　常一郎 平20. 4.28眼   診療所
     大和医144 大和市大和南１－３－１大和駅前常　勤:    1 移動 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平26. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5627300,146.8 名取皮膚科 〒242-0006 0462-76-3637名取　純子 名取　純子 昭60. 8. 1皮   診療所
     大和医146 大和市南林間６－３－１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5628300,150.0 近藤整形外科 〒242-0006 0462-76-5655近藤　邦明 近藤　邦明 昭61.10.15整外 リハ 診療所
     大和医150 大和市南林間１－７－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5629300,152.6 宮崎外科医院 〒242-0004 0462-74-0263宮崎　和哉 宮崎　和哉 昭62.10. 1内   胃   外  診療所
     大和医152 大和市鶴間２－１０－３ 常　勤:    2 皮   現存
     (医       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5630300,154.2 竹内内科医院 〒242-0024 0462-67-8122竹内　安彦 竹内　安彦 昭62.12.15内   消   診療所
     大和医154 大和市福田５５１１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5631300,157.5 高座渋谷眼科 〒242-0015 046-268-3255原　尚子 原　尚子 平21. 6.29眼   診療所
     大和医157 大和市下和田１１８２－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平21. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5632300,161.7 医療法人社団　家本循〒242-0017 046-261-1840医療法人社団家本循環家本　武 平元. 8. 1内   循   診療所
     大和医161 環器内科 大和市大和東２－５－１２ 常　勤:    1器内科　理事長　家本 現存
     (医       1)　武 平22. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5633300,163.3 エイトクリニック 〒242-0024 046-268-2100迫田　哲司 迫田　哲司 平22. 2.15内   整外 小  診療所
     大和医163 大和市福田２０３７－６ツィンリ常　勤:    1 移動 皮   リハ 現存
     ーフ渋谷２Ｆ (医       1) 平22. 2.15
     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   628 頁

 5634300,164.1 医療法人社団　芳沢医〒242-0029 0462-64-1288医療法人社団芳沢医院芳沢　茂雄 平元.10. 1内   消   循  診療所
     大和医164 院 大和市上草柳１－３－２ 常　勤:    2　理事長　芳沢　茂雄 小   現存
     (医       2) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5635300,165.8 南林間クリニック 〒242-0006 0462-77-1701加藤　博司 加藤　博司 平元.11.15胃   外   皮  診療所
     大和医165 大和市南林間１－２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5636300,167.4 神奈川県勤労者医療生〒242-0006 0462-74-5884神奈川県勤労者医療生斎藤　竜太 平 2. 4. 1内   胃   診療所
     大和医167 活協同組合十条通り医大和市南林間８－２３－８ 常　勤:    1活協同組合　理事長　 現存
     院 (医       1)天明　佳臣 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5637300,170.8 佐藤眼科 〒242-0024 0462-68-6911佐藤　壽男 佐藤　壽男 平 2. 8. 1眼   診療所
     大和医170 大和市福田１－２－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5638300,176.5 医療法人社団　西鶴間〒242-0005 046-261-0867医療法人社団　西鶴間中西　一浩 平 4. 1. 1内   麻   リハ診療所
     大和医176 メディカルクリニック大和市西鶴間４－１－４ 常　勤:    5メディカルクリニック 呼内 他   現存
     (医       5)　理事長　中西　一浩 平22. 1. 1胃内　消内　循
     非常勤:    1 内　ペイン内　
     (医       1) ペイン外　腎内
     　乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5639300,181.5 本郷皮膚科医院 〒242-0016 0462-62-9111矢田　義幸 矢田　義幸 平 4. 7.15皮   診療所
     大和医181 大和市大和南１－３－１０本郷ビ常　勤:    1 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5640300,182.3 医療法人社団　菊田内〒242-0003 046-274-0030医療法人社団菊田内科鶴居　信昭 平 4. 8. 1内   循   診療所
     大和医182 科医院 大和市林間２－１－５ 常　勤:    1医院　理事長　菊田　 現存
     (医       1)稔 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5641300,183.1 中央林間眼科クリニッ〒242-0007 0462-72-5501岩田　純介 岩田　純介 平 4.12. 1眼   診療所
     大和医183 ク 大和市中央林間４－１５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5642300,185.6 山田内科小児科クリニ〒242-0001 0427-25-3977山田　令子 山田　令子 平 5. 8.15内   小   診療所
     大和医185 ック 大和市下鶴間１５４８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5643300,186.4 医療法人社団聖光会　〒242-0017 0462-62-5577医療法人社団　聖光会岡本　新生郎 平 6. 1. 1眼   診療所
     大和医186 岡本眼科医院 大和市大和東３－９－１浜屋セン常　勤:    1　理事長　岡本　新生 移動 現存
     タービル２Ｆ (医       1)郎 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5644300,193.0 医療法人社団　深見台〒242-0013 0462-63-6661医療法人社団　深見台大橋　俊文 平 6. 7. 1外   整外 こう診療所
     大和医193 中央医院 大和市深見台３－５－２８ 常　勤:    2中央医院　理事長　大 組織変更 放   内   胃  現存
     (医       2)橋　俊文 平24. 7. 1循   呼   
     非常勤:    1 理診療
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5645300,196.3 中央林間クリニック 〒242-0007 046-272-2066医療法人社団ピーエム玉城　嘉和 平 6.12.26内   心内 精  診療所
     大和医196 大和市中央林間５－６－１１ 常　勤:    1エー　理事長　玉城　 組織変更 神内 小   現存
     (医       1)嘉和 平21.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5646300,198.9 医療法人社団　小林国〒242-0005 046-263-1380医療法人社団　小林国小林　米幸 平 7. 6. 1消   小   外  診療所
     大和医198 際クリニック 大和市西鶴間３－５－６ハイネス常　勤:    2際クリニック　理事長 組織変更 現存
     アミティ鶴間２番館１１０号室 (医       2)　小林　米幸 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5647300,200.3 つるま整形外科 〒242-0005 046-273-1155金　泰久 金　泰久 平23. 9. 1整外 リハ 診療所
     大和医200 大和市西鶴間３－１３－２０　ユ常　勤:    1 移動 現存
     リセナビル２Ｆ (医       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5648300,202.9 大和レディース・クリ〒242-0021 0462-60-1151向井　治文 向井　治文 平 8. 5. 1産婦 内   診療所
     大和医202 ニック 大和市中央２－１３－２７グレイ常　勤:    1 新規 現存
     ス大和１０１ (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5649300,204.5 しょうの皮膚科 〒242-0024 046-268-3622生野　重明 生野　重明 平20. 9. 8皮   診療所
     大和医204 大和市福田４－２１－４グッデー常　勤:    1 移動 現存
     ズ福田１階 (医       1) 平26. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5650300,205.2 医療法人社団　善仁会〒242-0016 0462-64-9177医療法人社団　善仁会長本　章裕 平 8. 6.15他   診療所
     大和医205 　大和クリニック 大和市大和南１－５－１４ 常　勤:    1　理事長　渡邊　光康 新規 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5651300,207.8 医療法人社団　哺育会〒242-0024 046-269-4111医療法人社団哺育会　島﨑　猛 平25. 4. 1一般       171病院
     大和医207 　桜ヶ丘中央病院 大和市福田１－７－１ 常　勤:   19理事長　中村　秀夫 移動 内   外   整外現存
     (医      19) 平25. 4. 1小   皮   脳外
     非常勤:   35 神内 麻   放  
     (医      35) リハ 眼   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5652300,208.6 こう整形外科 〒242-0024 0462-67-1414髙　日和 髙　日和 平 9. 3.15整外 リハ 麻  診療所
     大和医208 大和市福田５５１６シャンポール常　勤:    1 新規 現存
     桜ケ丘１Ｆ (医       1) 平24. 3.15
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 5653300,210.2 大和中央クリニック 〒242-0021 046-226-8006平木　克弘 平木　克弘 平13. 7. 9心内 神   内  診療所
     大和医210 大和市中央１－２－２太陽ハウジ常　勤:    1 移動 精   現存
     ングビル１Ｆ (医       1) 平25. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5654300,212.8 医療法人　泰平会　大〒242-0017 0462-63-7800医療法人　泰平会　理木村　昌司 平 9. 5. 1整外 内   外  診療所
     大和医212 和クリニック 大和市大和東１－３－８第７しい常　勤:    1事長　木村　昌司 組織変更 皮   リハ 形外現存
     のきビル４Ｆ (医       1) 平24. 5. 1美外 小   婦  
     眼   耳い ひ  
     性   胃   放  
     脳外 神内 心内
     こう 循   呼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5655300,215.1 中央林間形成・皮フ科〒242-0007 0462-76-3311原　順子 原　順子 平 9.10. 1形外 皮   診療所
     大和医215 クリニック 大和市中央林間４－７－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5656300,216.9 飯塚クリニック 〒242-0006 0462-78-3207飯塚　典男 飯塚　典男 平 9.10. 1内   皮   ひ  診療所
     大和医216 大和市南林間１－５－８今木ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5657300,217.7 塚本皮膚科 〒242-0006 0462-74-0985塚本　宏太郎 塚本　宏太郎 平10. 1. 1皮   診療所
     大和医217 大和市南林間２－１１－４杉浦ビ常　勤:    2 交代 現存
     ル３Ｆ (医       2) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5658300,219.3 一般財団法人　神奈川〒242-0017 046-262-8155一般財団法人　神奈川佐々木　紘一 平10. 4. 1内   診療所
     大和医219 県労働衛生福祉協会　大和市大和東３－１０－１８ 常　勤:    1県労働衛生福祉協会　 新規 現存
     大和健診事業部 (医       1)会長　西平　浩一 平22. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5659300,224.3 よこた小児科クリニッ〒242-0007 0462-78-0050横田　隆夫 横田　隆夫 平10. 7. 1小   診療所
     大和医224 ク 大和市中央林間３－４－１１水島常　勤:    1 新規 現存
     第３ビル２Ｆ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5660300,225.0 森田整形外科小児科 〒242-0015 046-269-3662医療法人社団　森田整森田　清 平10. 7. 1一般    診療所
     大和医225 大和市下和田８１６－１ 常　勤:    2形外科小児科　理事長 組織変更 整外 小   現存
     (医       2)　森田　清 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5661300,226.8 大和成和病院 〒242-0006 0462-78-3911医療法人社団　公仁会倉田　篤 平10.11. 1一般        99病院
     大和医226 大和市南林間９－８－２ 常　勤:   16　金　上浩 新規 心外 外   麻  現存
     (医      16) 平22.11. 1リハ 他   
     非常勤:    9
     (医       9)
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 5662300,227.6 成和クリニック 〒242-0005 0462-64-3911医療法人社団　公仁会時長　一元 平10.11. 1一般        19診療所
     大和医227 大和市西鶴間５－３４８８－７ 常　勤:    3　理事長　金　上浩 組織変更 内   外   消  現存
     (医       3) 平22.11. 1整外 循   呼  
     非常勤:    3 婦   リハ 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5663300,228.4 さかい内科循環器クリ〒242-0007 0462-76-8131境　敏秀 境　敏秀 平11. 6. 1内   循   診療所
     大和医228 ニック 大和市中央林間４－５－１５ＫＴ常　勤:    1 新規 現存
     袴田ビル２Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5664300,229.2 愛育こどもクリニック〒242-0006 0462-78-3221医療法人　愛育こども門井　伸曉 平11. 6. 1小   診療所
     大和医229 大和市南林間２－１４－１３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)門井　伸曉 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5665300,232.6 聖ラファエルクリニッ〒242-0028 046-264-9901長島　義斉 長島　義斉 平11.12. 1内   胃   外  診療所
     大和医232 ク 大和市桜森２－１１－１２グラン常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     ドヒルズ相模大塚１Ｆ (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5666300,234.2 医療法人社団　仁志会〒242-0000 046-262-2080医療法人社団　仁志会岡本　仁志 平12. 1. 1整外 リウ 診療所
     大和医234 　岡本整形外科 大和市中央５－６－２９第２ソー常　勤:    1　理事長　岡本　仁志 組織変更 現存
     ヨービル (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5667300,235.9 はたの林間クリニック〒242-0007 046-278-5781医療法人社団　秦和会髙橋　明比古 平12. 1. 1心内 精   診療所
     大和医235 大和市中央林間３－２－３ 常　勤:    1　理事長　髙橋　幸枝 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5668300,236.7 南大和病院 〒242-0015 046-269-2411医療法人　新都市医療藤井　真 平12. 2. 1一般       132病院
     大和医236 大和市下和田１３３１－２ 常　勤:   10研究会「君津」会　理 新規 内   外   呼外現存
     (医      10)事長　池田　貞雄 平24. 2. 1整外 ひ   脳外
     非常勤:   63 形外 リウ アレ
     (医      63) リハ 呼内 耳い
     神内 他   
     消外　消内　糖
     内　循内　肛外
     　血外　乳外　
     透内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5669300,237.5 南大和クリニック 〒242-0015 046-268-5999医療法人　新都市医療大津　正之 平12. 2. 1内   耳い 形外診療所
     大和医237 大和市下和田９４０－１ 常　勤:    1研究会「君津」会　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　池田　貞雄 平24. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 5670300,239.1 大和こどもクリニック〒242-0017 046-261-0100熊谷　香子 熊谷　香子 平12. 5.15小   アレ 診療所
     大和医239 大和市大和東１－１０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5671300,242.5 むらた小児科 〒242-0002 046-277-1230村田　要一 村田　要一 平12.11. 1小   アレ 診療所
     大和医242 大和市つきみ野１－６－１つきみ常　勤:    1 新規 現存
     野サティ３Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5672300,243.3 関水整形外科クリニッ〒242-0018 046-200-2211関水　正之 関水　正之 平12.12. 1整外 リハ リウ診療所
     大和医243 ク 大和市深見西２－３－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5673300,245.8 愛育病院 〒242-0006 046-274-0077医療法人　愛育会　理井澤　秀明 平12.12. 1一般        51病院
     大和医245 大和市南林間２－１４－１３ 常　勤:    7事長　井澤　秀明 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       5) 平24.12. 1
     (薬       2)
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5674300,247.4 林間クリニック 〒242-0007 046-278-6668医療法人社団　萌寿会毛利　浩子 平13. 4. 1整外 産婦 脳外診療所
     大和医247 大和市中央林間５－１－３ 常　勤:    3　理事長　毛利　広 新規 内   リウ リハ現存
     (医       3) 平25. 4. 1放   皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5675300,251.6 セントルカ眼科・歯科〒242-0004 046-262-6480岡田　安二 岡田　安二 平13. 4.15眼   歯   診療所
     (306,251.0) クリニック 大和市鶴間１－３１－１大和クリ常　勤:    2 新規 現存
     大和医251 ニックモール１Ｆ (医       1) 平25. 4.15
     (歯       1)
     非常勤:    9
     (医       4)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5676300,253.2 つるま耳鼻咽喉科医院〒242-0004 046-200-3341髙﨑　宗太 髙﨑　宗太 平13. 4.15耳い 診療所
     大和医253 大和市鶴間１－３１－１大和クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックモール１Ｆ (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5677300,256.5 やぐち皮膚科クリニッ〒242-0004 046-200-5262矢口　厚 矢口　厚 平13. 4.15皮   診療所
     大和医256 ク 大和市鶴間１－３１－１大和クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックモール３Ｆ (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5678300,257.3 椿原皮膚科 〒242-0001 046-276-6085椿原　裕美 椿原　裕美 平13. 5. 1皮   アレ 診療所
     大和医257 大和市下鶴間５２１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5679300,259.9 えびはら整形外科 〒242-0001 046-278-5877蛯原　有男 蛯原　有男 平13. 5. 1整外 リハ 診療所
     大和医259 大和市下鶴間５２１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5680300,260.7 おおたけ眼科　つきみ〒242-0001 046-278-0033医療法人社団　博陽会大竹　博司 平13. 5.15眼   形外 診療所
     大和医260 野医院 大和市下鶴間５２１－８ 常　勤:    3　理事長　大竹　博司 新規 現存
     (医       3) 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5681300,261.5 長田クリニック 〒242-0021 046-262-2500医療法人　尚栄会　理長田　鉄也 平14. 8. 8内   小   外  診療所
     大和医261 大和市中央２－２－１ワイーフロ常　勤:    2事長　長田　鉄也 移動 現存
     ント２Ｆ (医       2) 平26. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5682300,262.3 医療法人　エイ・アー〒242-0006 046-275-8103医療法人　エイ・アー田宮　親 平13. 7. 5一般         4診療所
     大和医262 ル・ティー会　田宮ク大和市南林間６－２１－２２ 常　勤:    1ル・ティー会　理事長 組織変更 産婦 現存
     リニック産婦人科 (医       1)　田宮　親 平25. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5683300,263.1 医療法人社団　碧会　〒242-0007 046-276-3311医療法人社団　碧会　原　逸雄 平13. 9. 1耳い 診療所
     大和医263 中央林間耳鼻咽喉科ク大和市中央林間４－７－２０ 常　勤:    1理事長　原　逸雄 組織変更 現存
     リニック (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5684300,265.6 愛育レディーズクリニ〒242-0006 046-277-3316医療法人　愛育会　理北野　孝満 平16. 9. 1婦   診療所
     大和医265 ック 大和市南林間２－１３－３ 常　勤:    1事長　井澤　秀明 移動 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5685300,267.2 向井皮ふ科 〒242-0017 046-200-0888向井　千珈子 向井　千珈子 平14. 1.15皮   診療所
     大和医267 大和市大和東１－８－６清水ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ－Ａ (医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5686300,268.0 高野クリニック 〒242-0006 046-277-1561髙野　恵雄 髙野　恵雄 平14. 4. 1内   リウ アレ診療所
     大和医268 大和市南林間１－７－９南林間西常　勤:    1 その他 他   現存
     口第３ビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5687300,270.6 さくら皮膚科 〒242-0024 046-268-7412武村　俊之 武村　俊之 平14. 9. 1皮   診療所
     大和医270 大和市福田５５１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
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 5688300,273.0 高座渋谷内科外科クリ〒242-0024 046-201-0370上田　隆一 上田　隆一 平16. 7. 6内   外   皮  診療所
     大和医273 ニック 大和市福田１９７０－１－Ｂ 常　勤:    1 移動 整外 リハ 現存
     (医       1) 平22. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5689300,274.8 前川内科クリニック 〒242-0001 046-278-3777前川　公男 前川　公男 平14.12. 1内   消   診療所
     大和医274 大和市下鶴間２７７７－５－６コ常　勤:    1 新規 現存
     ンフォール鶴間１Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5690300,275.5 小柳内科胃腸科 〒242-0024 046-267-6003小柳　光仁 小柳　光仁 平25. 4. 2内   他   診療所
     大和医275 大和市福田５５１４－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5691300,276.3 宗内科・循環器科 〒242-0004 046-293-7774医療法人恒和会　理事宗　武彦 平15.11. 1内   循   診療所
     大和医276 大和市鶴間１－３１－１大和クリ常　勤:    1長　宗　武彦 組織変更 現存
     ニックモール２Ｆ (医       1) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5692300,278.9 芦田医院 〒242-0006 046-274-0906芦田　静枝 芦田　静枝 平15.12.15耳い 内   診療所
     大和医278 大和市南林間４－６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5693300,279.7 桜クリニック 〒242-0004 046-208-8511関根　百合子 関根　百合子 平16. 4.15小   診療所
     大和医279 大和市鶴間１－２２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5694300,280.5 ツルマじんクリニック〒242-0004 046-293-8670医療法人財団　翡翠会谷藤　千暁 平16. 5. 1内   診療所
     大和医280 大和市鶴間１－３１－１大和クリ常　勤:    2　理事長　中西　努 組織変更 現存
     ニックモール３Ｆ (医       2) 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5695300,281.3 草柳クリニック 〒242-0026 046-265-5358田 　裕子 田 　裕子 平16. 6. 1内   循   皮  診療所
     大和医281 大和市草柳２－１５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5696300,282.1 桜ヶ丘耳鼻咽喉科 〒242-0024 046-267-1813楊井　学 楊井　学 平16. 6. 1耳い アレ 診療所
     大和医282 大和市福田５５１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 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   635 頁

 5697300,285.4 医療法人社団三栄会　〒242-0007 046-275-0110医療法人社団　三栄会木山　智 平16. 6. 1一般       109病院
     大和医285 中央林間病院 大和市中央林間４－１４－１８ 常　勤:   10　理事長　木山　智 組織変更 内   外   整外現存
     (医      10) 平22. 6. 1ひ   脳外 皮  
     非常勤:   50 神内 放   リハ
     (医      50) 麻   眼   婦  
     耳い 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5698300,287.0 高座渋谷じんクリニッ〒242-0024 046-201-0027医療法人財団　翡翠会山本　雅俊 平16. 7.15内   診療所
     大和医287 ク 大和市福田１９６９－１ルミエー常　勤:    1　理事長　中西　努 新規 現存
     ルビル１Ｆ (医       1) 平22. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5699300,292.0 石川クリニック 〒242-0007 046-274-4746石川　正也 石川　正也 平16.11.21内   循   診療所
     大和医292 大和市中央林間５－５－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5700300,293.8 医療法人社団三栄会　〒242-0007 046-271-5511医療法人社団　三栄会藤井　徳照 平17. 4. 1他   診療所
     大和医293 中央林間じんクリニッ大和市中央林間４－１５－２２Ｋ常　勤:    1　理事長　木山　智 新規 現存
     ク Ｔ長谷川ビル３０１号 (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5701300,294.6 今西内科 〒242-0001 046-275-8585医療法人　愛　理事長今西　耕一 平17. 4. 1内   呼   胃  診療所
     大和医294 大和市下鶴間１９００－１４ 常　勤:    1　今西　耕一 組織変更 循   放   現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5702300,295.3 子どもメンタルクリニ〒242-0007 0462-78-5006医療法人社団　秦和会佐藤　喜一郎 平17. 5. 1心内 精   診療所
     大和医295 ック 大和市中央林間３－２－３ 常　勤:    1　理事長　髙橋　幸枝 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5703300,297.9 会沢産婦人科医院 〒242-0001 046-275-6161會澤　芳樹 曾澤　芳樹 平17. 5. 8一般 診療所
     大和医297 大和市下鶴間１５５４ 常　勤:    1 交代     一般     8現存
     (医       1) 平23. 5. 8産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5704300,298.7 くすはら内科クリニッ〒242-0001 046-278-5483医療法人社団　健政会楠原　範之 平17. 6. 1内   循   アレ診療所
     大和医298 ク 大和市下鶴間５２１－８つきみ野常　勤:    1　理事長　楠原　範之 組織変更 呼   現存
     メディカルセンター１Ｆ (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5705300,301.9 メンタルクリニック日〒242-0004 046-219-9029猪俣　謙作 猪俣　謙作 平17.10. 1心内 精   内  診療所
     大和医301 日草 大和市鶴間２－１１－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5706300,303.5 阿部眼科クリニック 〒242-0007 046-219-3131阿部　充志 阿部　充志 平17.11.15眼   診療所
     大和医303 大和市中央林間３－１１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5707300,304.3 中村内科外科クリニッ〒242-0007 046-219-2300中村　 男 中村　 男 平17.12.15内   外   消  診療所
     大和医304 ク 大和市中央林間３－１１－１３水常　勤:    1 新規 現存
     島第２ビル２Ｆ (医       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5708300,305.0 森皮フ科クリニック 〒242-0007 046-293-3901森　勝典 森　勝典 平18. 2.15皮   診療所
     大和医305 大和市中央林間４－５－９田園都常　勤:    1 新規 現存
     市建設ビル２Ｆ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5709300,306.8 岡林クリニック 〒242-0021 046-262-4885岡林　潤 岡林　潤 平18. 4. 1内   整外 小  診療所
     大和医306 大和市中央１－１－２第２近藤ビ常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5710300,307.6 若葉クリニック 〒242-0021 046-265-6224医療法人社団　一準会木原　実 平18. 4.15内   診療所
     大和医307 大和市中央１－７－２１ 常　勤:    1　理事長　山中　修 新規 現存
     (医       1) 平24. 4.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5711300,309.2 小児科玉井クリニック〒242-0003 046-277-3030医療法人社団　小児科玉井　伸哉 平18. 7. 1小   診療所
     大和医309 大和市林間１－８－１１ブルーム常　勤:    1玉井クリニック　理事 組織変更 現存
     ヒル林間１Ｆ (医       1)長　玉井　伸哉 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5712300,310.0 なかむら小児科アレル〒242-0004 046-219-2223中村　弘典 中村　弘典 平18.10.15小   アレ 診療所
     大和医310 ギー科 大和市鶴間２－１１－２９第２大常　勤:    1 新規 現存
     和クリニックモール１Ｆ (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5713300,311.8 村上クリニック 〒242-0016 046-264-0505村上　幸太郎 村上　幸太郎 平19. 1. 1内   消   胃  診療所
     大和医311 大和市大和南２－９－１０ 常　勤:    1 交代 小   皮   ひ  現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5714300,312.6 医療法人社団　もみの〒242-0016 046-261-0214医療法人社団　もみの齊藤　清一 平19. 1. 1内   小   婦  診療所
     大和医312 木　もみの木医院 大和市大和南２－６－５ 常　勤:    1木　理事長　齊藤　清 組織変更 ひ   現存
     (医       1)一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5715300,313.4 あいクリニック泌尿器〒242-0024 046-279-5670増田　愛一郎 増田　愛一郎 平19. 2.15ひ   皮   診療所
     大和医313 科・皮膚科 大和市福田２００４－７高座渋谷常　勤:    1 新規 現存
     西口駅前日の出屋ビル２Ｆ (医       1) 平25. 2.15
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 5716300,314.2 真和クリニック 〒242-0028 046-200-2530小杉　栄二郎 小杉　栄二郎 平19. 3. 1内   診療所
     大和医314 大和市桜森２－６－１６　不二ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル８０１ (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5717300,315.9 よつば整形外科 〒242-0017 046-205-2052木村　竜一 木村　竜一 平19. 4.15整外 診療所
     大和医315 大和市大和東１－７－２１－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5718300,316.7 大和市地域医療センタ〒242-0004 046-263-6800大和市長 小林　米幸 平19. 4. 1内   小   診療所
     大和医316 ー休日夜間急患診療所大和市鶴間１－２８－５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5719300,318.3 ささいクリニック 〒242-0017 046-200-1717医療法人　ささいクリ笹井　巧 平19. 5. 1内   呼   循  診療所
     大和医318 大和市大和東１－７－２１山﨑ビ常　勤:    1ニック　理事長　笹井 組織変更 胃   外   現存
     ル３Ｆ (医       1)　巧 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5720300,319.1 医療法人社団　恵怜会〒242-0004 046-219-4165医療法人社団　恵怜会山本　紳一郎 平19. 5. 1内   外   診療所
     大和医319 　山本クリニック 大和市鶴間２－１１－３０　２Ｆ常　勤:    3　理事長　山本　紳一 組織変更 現存
     (医       3)郎 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5721300,320.9 医療法人　樹真会　高〒242-0007 046-278-2211医療法人　樹真会　理高田　雅博 平21.10. 5内   小   他  診療所
     大和医320 田消化器・内科クリニ大和市中央林間６－１１－１５ 常　勤:    1事長　高田　雅博 移動 現存
     ック (医       1) 平21.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5722300,321.7 関水眼科 〒242-0024 046-205-0980関水　圭三 関水　圭三 平19. 6. 1眼   診療所
     大和医321 大和市福田１２１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5723300,322.5 平馬医院 〒242-0007 046-272-2122平馬　直樹 平馬　直樹 平19. 6.21内   小   アレ診療所
     大和医322 大和市中央林間３－１０－９ 常　勤:    1 交代 皮   精   現存
     (医       1) 平25. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5724300,323.3 久志本眼科クリニック〒242-0002 046-278-0088医療法人社団　開久会久志本　晋 平19. 8. 1眼   診療所
     大和医323 大和市つきみ野１－６－１イオン常　勤:    1　理事長　久志本　晋 組織変更 現存
     つきみ野店３Ｆ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5725300,325.8 ライラッククリニック〒242-0004 046-204-5551引田　俊一 引田　俊一 平26. 5. 1脳外 神内 整外診療所
     大和医325 大和市鶴間２－１１－２９第二大常　勤:    1 移動 現存
     和クリニックモール３Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5726300,328.2 林間皮フ科クリニック〒242-0001 046-278-2233医療法人　あおば会　岡島　光也 平21. 7. 1皮   アレ 診療所
     大和医328 大和市下鶴間１５９８－８中央林常　勤:    1理事長　岡島　光也 移動 現存
     間メディカルビル３Ｆ (医       1) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5727300,330.8 つるまエキチカじんク〒242-0004 046-271-0808医療法人財団　翡翠会平山　順朗 平20. 4.15内   診療所
     大和医330 リニック 大和市鶴間２－１－２４　エスポ常　勤:    1　理事長　中西　努 新規 現存
     ルタ３階・４階 (医       1) 平26. 4.15
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5728300,332.4 みどり野リハビリテー〒242-0007 046-271-1221医療法人社団　緑野会大山　治 平20. 4.15療養       115病院
     大和医332 ション病院 大和市中央林間２－６－１７ 常　勤:    5　理事長　桑木　晋 新規 リハ 現存
     (医       5) 平26. 4.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5729300,333.2 中央林間東クリニック〒242-0007 046-271-2666医療法人　リファイン中村　勝利 平20. 6. 1内   他   診療所
     大和医333 大和市中央林間４－５－１１　中常　勤:    1ネット　理事長　伊藤 新規 現存
     央林間ＮＫＤビル３階 (医       1)　龍彦 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5730300,334.0 鶴間かねしろ内科クリ〒242-0004 046-271-7410医療法人　優雅　理事朝倉　太郎 平20. 6. 1内   循   眼  診療所
     大和医334 ニック 大和市鶴間２－１－２４－２階Ａ常　勤:    1長　金城　瑞樹 新規 現存
     号室 (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5731300,335.7 岡本医院 〒242-0015 046-268-4070岡本　好生 岡本　好生 平20. 7.15内   外   皮  診療所
     大和医335 大和市下和田８３石井ビル２階 常　勤:    1 新規 胃   現存
     (医       1) 平26. 7.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5732300,336.5 高座渋谷メンタルクリ〒242-0024 046-210-3061徳永　一好 徳永　一好 平20. 8.15心内 精   神内診療所
     大和医336 ニック 大和市福田１８２７－１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8.15
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 5733300,338.1 大和アイクリニック 〒242-0001 046-200-3609医療法人社団　盛光会竹内　太 平20.10. 1眼   診療所
     大和医338 大和市下鶴間１－２－１イオン大常　勤:    1　理事長　宮川　達夫 組織変更 現存
     和Ｓ．Ｃ　２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5734300,339.9 つきみ野じんクリニッ〒242-0001 046-271-0855医療法人社団　宏健会井口　宏 平20.12. 1療養        19診療所
     大和医339 ク 大和市下鶴間１５５９－１ 常　勤:    1　理事長　井口　宏 組織変更 ひ   現存
     (医       1) 平20.12. 1人透内
     非常勤:   37
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5735300,340.7 木下耳鼻咽喉科 〒242-0007 046-271-3838木下　裕継 木下　裕継 平21. 2. 1耳い 診療所
     大和医340 大和市中央林間４－６－３中央林常　勤:    1 新規 現存
     間とうきゅう駅ビル２Ｆ (医       1) 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5736300,342.3 こば心療医院 〒242-0007 046-200-7531小羽　俊士 小羽　俊士 平21. 3. 1精   心内 診療所
     大和医342 大和市中央林間４－５－１９ＭＥ常　勤:    1 新規 現存
     Ｇビル２Ｆ (医       1) 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5737300,344.9 橋本クリニック 〒242-0007 046-271-0306医療法人　蔦屋会　理橋本　修 平21. 5. 1内   外   他  診療所
     大和医344 大和市中央林間３－１８－１メゾ常　勤:    1事長　橋本　稔 新規 現存
     ンヴォワ１Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5738300,345.6 たけのこクリニック 〒242-0001 046-277-9011三宅　英夫 三宅　英夫 平21. 5. 1小   内   皮  診療所
     大和医345 大和市下鶴間３００９－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5739300,346.4 藤沼内科クリニック 〒242-0024 046-201-0161医療法人社団　博邦会藤沼　邦彦 平21. 5. 1内   神内 他  診療所
     大和医346 大和市福田２００４－７高座渋谷常　勤:    1　理事長　藤沼　邦彦 組織変更 現存
     西口駅前日の出屋ビル１Ｆ (医       1) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5740300,348.0 やまとサンクリニック〒242-0017 046-200-6757医療法人　あすなろ会大藏　幹彦 平21. 7. 1内   診療所
     大和医348 大和市大和東１－９－２４山川ビ常　勤:    2　理事長　大藏　幹彦 新規 現存
     ル３Ｆ－Ｂ (医       2) 平21. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5741300,349.8 林眼科医院 〒242-0003 046-274-3541林　敏信 林　敏信 平21. 7. 1眼   診療所
     大和医349 大和市林間１－６－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5742300,350.6 川西内科クリニック 〒242-0007 046-278-1201川西　正泰 川西　正泰 平21.10. 1内   アレ 他  診療所
     大和医350 大和市中央林間３－５－１１野崎常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5743300,351.4 安斉医院 〒242-0007 046-275-5046安齋　三郎 安齋　三郎 平24.12. 1精   診療所
     大和医35 大和市中央林間４－１５－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5744300,352.2 医療法人　沖縄徳洲会〒242-0007 046-272-9300医療法人　沖縄徳洲会清水　正法 平22. 2. 1一般 病院
     大和医352 　大和青洲病院 大和市中央林間４－２５－１７ 常　勤:    2　理事長　鈴木　隆夫 交代     一般    49現存
     (医       2) 平22. 2. 1内   外   ひ  
     非常勤:    3 リハ 他   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5745300,353.0 高座渋谷つばさクリニ〒242-0024 046-279-5111医療法人　つばさ会　石曾根　浩明 平22. 4. 1内   外   他  診療所
     大和医353 ック 大和市福田２０２１－２高座渋谷常　勤:    1理事長　山本　芳子 新規 現存
     駅前複合ビル２Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5746300,354.8 さいとう整形スポーツ〒242-0024 046-279-3110齋藤　啓二 齋藤　啓二 平22. 5. 1整外 リハ 診療所
     大和医354 クリニック 大和市福田２０２１－２ＩＫＯＺ常　勤:    1 新規 現存
     Ａ　４Ｆ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5747300,355.5 望月耳鼻咽喉科 〒242-0007 046-271-3387医療法人社団　望月耳望月　高行 平22. 4. 1耳い 診療所
     大和医355 大和市中央林間４－２０－４ 常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　望 交代 現存
     (医       2)月　高行 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5748300,358.9 鈴木医院 〒242-0006 046-274-4107鈴木　泰之 鈴木　泰之 平22. 7. 1皮   内   診療所
     大和医358 大和市南林間２－５－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5749300,362.1 医療法人　風航会　大〒242-0021 046-200-7113医療法人　風航会　理遠藤　麻里子 平22. 9. 1眼   診療所
     大和医362 和中央眼科 大和市中央４－１－２近藤ビル５常　勤:    1事長　山田　正至 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5750300,364.7 芝レディースクリニッ〒242-0024 046-268-5050芝　徹 芝　徹 平22.11. 1産婦 内   診療所
     大和医364 ク 大和市福田２００６－３　Ｓｈｉ常　勤:    1 新規 現存
     ｂｕｙａ　Ｓｑｕａｒｅ・Ｌ　２(医       1) 平22.11. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5751300,365.4 医療法人社団　健伸会〒242-0016 046-261-7997医療法人社団　健伸会 　純一 平23. 1. 1内   眼   診療所
     大和医365 　すずらんクリニック大和市大和南２－５－６ 常　勤:    1　理事長　林　明伸 新規 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
     非常勤:   75
     (医      75)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5752300,366.2 田口クリニック 〒242-0006 046-275-3830田口　裕基 田口　裕基 平23. 4. 1ひ   内   診療所
     大和医366 大和市南林間７－２５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5753300,367.0 やまと内科・小児科ク〒242-0021 046-265-3335医療法人社団　東永会菊池　慎二 平23. 4. 1内   小   他  診療所
     大和医367 リニック 大和市中央３－８－２６ 常　勤:    2　理事長　大濱　永俊 交代 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5754300,368.8 つきみの医院 〒242-0007 046-244-5085石丸　良子 石丸　良子 平26. 6. 1内   診療所
     大和医368 大和市中央林間３－１２－１５－常　勤:    1 移動 現存
     １Ｂ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5755300,370.4 医療法人社団　延世会〒242-0004 046-219-9090医療法人社団　延世会呉　錫仁 平23.12. 1内   外   他  診療所
     大和医370 　くれ内科胃腸内科ク大和市鶴間２－１１－２９第２大常　勤:    1　理事長　呉　錫仁 交代 現存
     リニック 和クリニックモール　２Ｆ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5756300,371.2 医療法人紅蘭会　池田〒242-0004 046-262-5788医療法人紅蘭会　理事池田　亮 平24. 1. 5整外 リハ 診療所
     大和医371 整形外科クリニック 大和市鶴間１－３１－１大和クリ常　勤:    1長　池田　亮 交代 現存
     ニックモール２Ｆ (医       1) 平24. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5757300,372.0 にれファミリークリニ〒242-0024 046-244-0562医療法人社団　楡　理吉本　全 平24. 3. 1内   小   診療所
     大和医372 ック 大和市福田２０２８　ロイヤルパ常　勤:    1事長　吉本　全 交代 現存
     レス渋谷１Ｆ (医       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5758300,373.8 代官アイクリニック 〒242-0025 046-205-7771医療法人　Ｃ＆Ｓ　理鈴木　秀美 平24. 4.10眼   診療所
     大和医373 大和市代官１－１５－７代官クリ常　勤:    1事長　鈴木　秀美 交代 現存
     ニックビル２Ｆ (医       1) 平24. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5759300,374.6 やまと中央循環器内科〒242-0021 046-204-5090田邉　晃久 田辺　晃久 平24. 7. 1内   他   診療所
     大和医374 大和市中央７－１０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5760300,375.3 みひらクリニック 〒242-0024 046-201-2220医療法人社団　みひら三平　将彦 平24. 6. 1内   麻   診療所
     大和医375 大和市福田１８２６－２　スカイ常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 現存
     ステーション１０１号室 (医       1)三平　将彦 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5761300,376.1 医療法人社団共進会　〒242-0017 046-204-5010医療法人社団共進会　前田　和信 平24.11. 1内   診療所
     大和医376 大和ホームクリニック大和市大和東３－１－６ＪＭビル常　勤:    1理事長　阿部　信一 新規 現存
     ５Ｆ　Ａ号室 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5762300,377.9 大和外科内科クリニッ〒242-0001 046-274-1767中野　末広 中野　末広 平24.11. 7外   内   他  診療所
     大和医377 ク 大和市下鶴間７０４－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5763300,378.7 ふくしま整形外科　皮〒242-0007 046-271-0217医療法人社団　嘉道会福島　嘉夫 平24.12. 1整外 外   皮  診療所
     大和医378 フ科 大和市中央林間３－５－１１野崎常　勤:    1　理事長　福島　嘉夫 交代 リウ リハ 現存
     ビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5764300,379.5 林間メンタルクリニッ〒242-0003 046-272-1560医療法人社団博徳会　河野　貴子 平24.12. 1精   心内 診療所
     大和医379 ク 大和市林間２－１－２４青木ビル常　勤:    3理事長　河野　貴子 交代 現存
     ３Ｆ (医       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5765300,380.3 泉の森クリニック 〒242-0005 046-271-7070三瓶　由美 三瓶　由美 平25. 1. 1耳い 脳外 診療所
     大和医380 大和市西鶴間１－１９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5766300,381.1 南大和高座クリニック〒242-0024 046-269-7111医療法人新都市医療研廣瀬　直人 平25. 4. 1内   外   他  診療所
     大和医381 大和市福田２０２１－２イコーザ常　勤:    1究会「君津」会　理事 新規 現存
     ２Ｆ (医       1)長　池田　貞雄 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5767300,382.9 うえだこどもクリニッ〒242-0003 046-274-6240医療法人うえだこども上田　康久 平25. 5. 1小   診療所
     大和医382 ク 大和市林間２－１７－６ウエダ小常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 現存
     児科ビル (医       1)上田　康久 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5768300,384.5 田中内科クリニック 〒242-0017 046-265-1024医療法人啓友会　理事田中　啓司 平25. 6. 1内   診療所
     大和医384 大和市大和東１－３－１５大和ミ常　勤:    1長　田中　啓司 交代 現存
     ラービル３Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
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 5769300,385.2 たなかクリニック 〒242-0028 046-200-3322医療法人健脳会　理事田中　千彦 平25. 6. 1脳外 内   診療所
     大和医385 大和市桜森３－７－１８ 常　勤:    1長　田中　千彦 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5770300,386.0 美和レディースクリニ〒242-0006 046-272-1103川口　美和 川口　美和 平25. 8. 1一般 診療所
     大和医386 ック 大和市南林間７－２０－３０ 常　勤:    1 新規     一般    12現存
     (医       1) 平25. 8. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5771301,000.6 黒山内科医院 〒242-0007 046-277-9680医療法人やすらぎの樹黒山　直樹 平25.11. 1内   呼内 外  診療所
     大和医1000 大和市中央林間２－２１－２０コ常　勤:    1　理事長　黒山　直樹 交代 循内 現存
     スモヒルズ中央林間１Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5772301,001.4 須藤整形外科クリニッ〒242-0024 046-201-0822医療法人社団暉英会　須藤　英文 平25.11. 1整外 リハ リウ診療所
     大和医1001 ク 大和市福田２１５８－９ 常　勤:    1理事長　須藤　英文 交代 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5773301,002.2 のぶきよ耳鼻咽喉科ク〒242-0017 046-240-8714医療法人　信清　理事信清　重典 平25.12. 1耳い 診療所
     大和医1002 リニック 大和市大和東１－９－２５プロム常　勤:    1長　信清　重典 交代 現存
     ナード東１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5774301,003.0 高座渋谷　ひょうどう〒242-0024 046-279-5333俵道　淳 俵道　淳 平26. 3. 1耳い 診療所
     大和医1003 耳鼻咽喉科 大和市福田１９６５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5775301,005.5 大和さくらクリニック〒242-0022 046-206-4003社会福祉法人県央福祉神前　泰希 平26. 5. 1小   内   診療所
     大和医1005 大和市柳橋５－２－３ 常　勤:    1会　理事長　佐瀬　睦 新規 現存
     (医       1)夫 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5776301,006.3 まきうち整形外科 〒242-0001 046-271-6868牧内　大輔 牧内　大輔 平26. 7. 1整外 リハ 診療所
     大和医1006 大和市下鶴間１７６３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5777301,007.1 大和東クリニック 〒242-0017 046-244-0810医療法人社団深見台中大橋　佳弘 平26. 9. 1内   外   呼内診療所
     大和医1007 大和市大和東１－４－２大和ヘル常　勤:    1央医院　理事長　大橋 交代 消内　消外　肛現存
     スケアモール２Ｆ (医       1)　俊文 平26. 9. 1外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5778400,020.4 神奈川県厚生農業協同〒259-1187 0463-94-2111神奈川県厚生農業協同髙畑　武司 平26. 8. 1一般 病院
     伊医20 組合連合会　伊勢原協伊勢原市田中３４５ 常　勤:   63組合連合会　代表理事 移動     一般   350現存
     同病院 (医      63)理事長　井上　貢 平26. 8. 1内   小   外  
     非常勤:   90 整外 脳外 心外
     (医      89) 皮   ひ   産婦
     (歯       1) 眼   耳い 精  
     麻   放   臨床
     リハ 病理 
     消内　循内　消
     外　肛外　緩ケ
     ア内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5779400,023.8 星野耳鼻咽喉科医院 〒259-1132 0463-94-3202星野　仁 星野　仁 昭47. 7.15耳い 診療所
     伊医23 伊勢原市桜台１－２９－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5780400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 0463-93-1121学校法人　東海大学　猪口　貞樹 昭60.10. 1一般       804特定機能
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 常　勤:  714理事長　松前　義昭 病院
     伊医27 (医     695) 平24.10. 1 現存
     (歯      19)
     非常勤:   68
     (医      60)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5781400,031.1 野地医院 〒259-1114 0463-93-4114野地　武 野地　武 昭51. 4.15内   消   循  診療所
     伊医31 伊勢原市高森３－２－９ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5782400,036.0 一般社団法人　秦野伊〒259-1131 0463-93-5019一般社団法人秦野伊勢須藤　宣弘 平 9. 2. 1内   外   小  診療所
     伊医36 勢原医師会　伊勢原市伊勢原市伊勢原２－７－３１伊勢常　勤:    1原医師会　会長　安部 移動 耳   現存
     休日夜間急患診療所 原シティプラザ内 (医       1)　信三 平24. 2. 1
     非常勤:  108
     (医     108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5783400,037.8 坂間医院 〒259-1138 0463-95-0068坂間　晃 坂間　晃 昭55. 4. 1内   小   診療所
     伊医37 伊勢原市神戸５３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5784400,039.4 宇津見耳鼻咽喉科医院〒259-1131 0463-93-9084宇津見　瑞雄 宇津見　瑞雄 昭57. 2.15耳い 診療所
     伊医39 伊勢原市伊勢原１－４－２３第５常　勤:    1 現存
     伝田ビル５Ｆ (医       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5785400,047.7 桜台こどもクリニック〒259-1132 0463-94-7871柏木　茂 柏木　茂 昭60.10.15小   診療所
     伊医47 伊勢原市桜台１－１－１４第２牧常　勤:    1 現存
     野ビル４Ｆ (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5786400,049.3 堀江医院 〒259-1132 0463-95-5011医療法人社団杏月会　堀江　修 昭62.11. 1一般        15診療所
     伊医49 伊勢原市桜台１－２－１３ 常　勤:    2理事長　堀江　政伸 療養         4現存
     (医       2) 平23.11. 1外   整外 こう
     非常勤:    4 胃   内   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5787400,051.9 坂下医院 〒259-1134 0463-95-2222坂下　祐子 坂下　祐子 平 5.11.22内   消   循  診療所
     伊医51 伊勢原市八幡台１－１４－１ 常　勤:    1 移動 小   現存
     (医       1) 平23.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5788400,052.7 鵜川医院 〒259-1141 0463-91-0707鵜川　四郎 鵜川　四郎 平 2. 6.15内   消   外  診療所
     伊医52 伊勢原市上粕屋１７６５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5789400,055.0 須藤医院 〒259-1132 0463-95-0650須藤　宣弘 須藤　宣弘 平 2. 9.15内   小   放  診療所
     伊医55 伊勢原市桜台１－７－２９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5790400,056.8 医療法人社団　三井会〒259-1101 0463-96-1100医療法人社団　三井会片岡　徹 平 3. 3. 1療養       202病院
     伊医56 　伊勢原日向病院 伊勢原市日向５４１－１ 常　勤:    5　理事長　三井　久男 内   皮ひ 放  現存
     (医       5) 平24. 3. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5791400,058.4 井上医院 〒259-1131 0463-95-0067井上　渉 井上　渉 平 4. 6. 1内   小   婦  診療所
     伊医58 伊勢原市伊勢原３－１９－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5792400,061.8 比企野小児科医院 〒259-1131 0463-95-0380大跡　典子 大跡　典子 平 6. 2.19小   診療所
     伊医61 伊勢原市伊勢原３－３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5793400,064.2 佐藤メンタルクリニッ〒259-1132 0463-94-2870医療法人社団　佐藤メ佐藤　五十男 平 8. 6. 1神   精   心内診療所
     伊医64 ク 伊勢原市桜台３－２－２２ 常　勤:    1ンタルクリニック　理 移動 現存
     (医       1)事長　佐藤　五十男 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5794400,067.5 東内科医院 〒259-1132 0463-93-1311医療法人　東内科医院東　邦彦 平19.10.15内   神内 消  診療所
     伊医67 伊勢原市桜台４－１２－１１ 常　勤:    1　理事長　東　邦彦 移動 循   小   現存
     (医       1) 平25.10.15
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 5795400,068.3 杉山メンタルクリニッ〒259-1132 0463-95-5776杉山　祐司 杉山　祐司 平 9. 2. 1精   神   心内診療所
     伊医68 ク 伊勢原市桜台１－１９－５田中ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5796400,069.1 医療法人社団　誠知会〒259-1126 0463-91-1005医療法人社団　誠知会石田　直人 平11. 6.14一般        19診療所
     伊医69 　誠知クリニック 伊勢原市沼目５－１９－８ 常　勤:    2　理事長　石田　直人 移動 内   現存
     (医       2) 平23. 6.14
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5797400,071.7 医療法人社団増田整形〒259-1132 0463-95-8201医療法人社団増田整形増田　隆一郎 平 9.11. 1整外 診療所
     伊医71 外科 伊勢原市桜台１－１０－９キリヤ常　勤:    1外科　理事長　増田　 組織変更 現存
     ビル１・２Ｆ (医       1)隆一郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5798400,073.3 前田医院 〒259-1101 0463-91-7117前田　勝宏 前田　勝宏 平10. 9. 1麻   診療所
     伊医73 伊勢原市日向１９１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5799400,074.1 松井小児科医院 〒259-1131 0463-92-7721松井　純一 松井　純一 平10.10.15小   アレ 診療所
     伊医74 伊勢原市伊勢原１－３－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5800400,075.8 山本皮フ科医院 〒259-1116 0463-92-5467山本　修 山本　修 平11. 4.15皮   診療所
     伊医75 伊勢原市石田６０４－１前田ビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5801400,080.8 伊勢原石田内科クリニ〒259-1114 0463-92-6771医療法人社団　伊勢原中井　賢二 平19.11.15内   消   診療所
     伊医80 ック 伊勢原市高森１３２５ 常　勤:    1石田内科クリニック　 移動 現存
     (医       1)理事長　中井　賢二 平25.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5802400,085.7 吉澤医院 〒259-1141 0463-95-0063吉澤　直 吉澤　直 平13. 8. 1内   小   循  診療所
     伊医85 伊勢原市上粕屋３５１－１ 常　勤:    1 交代 呼   現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5803400,087.3 いせはら泌尿器クリニ〒259-1132 0463-97-7772医療法人社団　白水会白水　幹 平15. 6. 1ひ   内   性  診療所
     伊医87 ック 伊勢原市桜台２－１－３２リード常　勤:    1　理事長　白水　幹 組織変更 現存
     ンハイツ１０１ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5804400,089.9 医療法人社団　松木内〒259-1132 0463-90-3311医療法人社団松木内科松木　茂樹 平15. 6. 1内   消   循  診療所
     伊医89 科消化器科クリニック伊勢原市桜台１－２０－１０アミ常　勤:    1消化器科クリニック　 組織変更 現存
     カルメント荻原１Ｆ (医       1)理事長　松木　茂樹 平21. 6. 1
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 5805400,091.5 医療法人社団　清富会〒259-1131 0463-95-0021医療法人社団　清富会飯塚　育子 平15. 7. 1内   小   診療所
     伊医91 　飯塚医院 伊勢原市伊勢原２－５－１６ 常　勤:    1　理事長　飯塚　育子 組織変更 現存
     (医       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5806400,092.3 おのぼり小児科アレル〒259-1144 0463-92-8080医療法人おのぼりクリ尾登　誠 平15. 7. 1小   アレ 診療所
     伊医92 ギー科クリニック 伊勢原市池端１８２－１ 常　勤:    1ニック　理事長　尾登 組織変更 現存
     (医       1)　誠 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5807400,093.1 よしい内科・リウマチ〒259-1131 0463-97-2510吉井　昭夫 吉井　昭夫 平16. 4. 1内   リウ 診療所
     伊医93 クリニック 伊勢原市伊勢原２－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5808400,094.9 ひまわりクリニック 〒259-1116 0463-90-2203医療法人ひまわり　理杉山　和子 平16. 7. 1内   小   消  診療所
     伊医94 伊勢原市石田２２４－１１ 常　勤:    1事長　杉山　和子 組織変更 循   呼   アレ現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5809400,095.6 山田内科胃腸科クリニ〒259-1145 0463-91-2826医療法人社団　三彦会山田　昌弘 平16.12. 1内   胃   放  診療所
     伊医95 ック 伊勢原市板戸８９７－１マンショ常　勤:    2　理事長　山田　昌弘 組織変更 現存
     ンビスタリカ１０１号 (医       2) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5810400,096.4 河辺クリニック 〒259-1132 0463-92-8707医療法人社団　春風会河辺　邦昭 平17. 1. 1皮   形外 内  診療所
     伊医96 伊勢原市桜台１－２０－１０ 常　勤:    1　理事長　河辺　邦昭 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5811400,097.2 米山耳鼻咽喉科医院 〒259-1133 0463-92-1131医療法人　俊慈会　理米山　滋子 平17. 1. 1耳い 診療所
     伊医97 伊勢原市東大竹１－１５－８ 常　勤:    1事長　米山　滋子 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5812400,098.0 眼科根崎医院 〒259-1131 0463-97-3533根﨑　健吾 根﨑　健吾 平17. 2. 1眼   診療所
     伊医98 伊勢原市伊勢原２－２－２６今井常　勤:    1 新規 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5813400,099.8 秋澤医院 〒259-1116 0463-95-0681秋澤　孝則 秋澤　孝則 平17. 2. 1内   小   診療所
     伊医99 伊勢原市石田６０５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5814400,100.4 医療法人社団　武田ク〒259-1131 0463-96-1024医療法人社団　武田ク武田　浩 平24. 8. 1内   神内 他  診療所
     伊医100 リニック 伊勢原市伊勢原２－２－１５ 常　勤:    3リニック　理事長　武 移動 現存
     (医       3)田　浩 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5815400,101.2 市川こどもクリニック〒259-1133 0463-86-5665市川　正孝 市川　正孝 平18. 2. 1小   診療所
     伊医101 伊勢原市東大竹１５４４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5816400,102.0 神奈川中央あきばクリ〒259-1141 0463-97-2620秋葉　雅夫 秋葉　雅夫 平18.10. 1婦   内   ひ  診療所
     伊医102 ニック 伊勢原市上粕屋５１９－３ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5817400,103.8 医療法人　研水会　サ〒259-1131 0463-96-1916医療法人　研水会　理浅田　義孝 平19. 2.15心内 精   診療所
     伊医103 テライトクリニック伊伊勢原市伊勢原１－３－１８より常　勤:    1事長　田邉　享史 新規 現存
     勢原 ずみビル２階 (医       1) 平25. 2.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5818400,105.3 すずき眼科クリニック〒259-1133 0463-93-1341医療法人社団　腹明館鈴木　克則 平19. 7.15眼   診療所
     伊医105 伊勢原市東大竹１５４１－１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　稔 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5819400,108.7 梶山内科クリニック 〒259-1131 0463-97-2882梶山　和恵 梶山　和恵 平20. 9.15内   診療所
     伊医108 伊勢原市伊勢原３－１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5820400,114.5 もりもと医院 〒259-1132 0463-92-3323森本　章 森本　章 平22. 4. 1精   心内 診療所
     伊医114 伊勢原市桜台１－２２－１５ネオ常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ伊勢原１Ｆ (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5821400,117.8 いせはら桜台眼科 〒259-1132 0463-93-6663大竹　暁 大竹　暁 平24. 2. 1眼   診療所
     伊医117 伊勢原市桜台１－１５－４青木第常　勤:    1 交代 現存
     二ビル (医       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5822400,118.6 伊勢原まごころクリニ〒259-1131 0463-73-7091小綿　一平 小綿　一平 平24. 4. 1精   心内 診療所
     伊医118 ック 伊勢原市伊勢原１－１６－１第二常　勤:    1 新規 現存
     原富ビル２０１ (医       1) 平24. 4. 1
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 5823400,120.2 医療法人ファインバー〒259-1133 0463-98-1103医療法人ファインバー八幡　剛喜 平24. 6. 1一般        19診療所
     伊医120 ス　やはたウィメンズ伊勢原市東大竹１５３９－１ 常　勤:    2ス　理事長　八幡　剛 交代 産   婦   現存
     クリニック (医       2)喜 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5824400,121.0 おおたレディースクリ〒259-1131 0463-93-0383太田　篤之 太田　篤之 平24. 8. 1一般         9診療所
     伊医121 ニック 伊勢原市伊勢原２－２－１２ 常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5825400,122.8 片山医院 〒259-1114 0463-95-0030片山　敦夫 片山　敦夫 平25. 1. 1内   他   診療所
     伊医122 伊勢原市高森２－３－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5826400,123.6 伊勢原たかはし整形外〒259-1126 0463-90-2422医療法人　俊慈会　理髙橋　一弘 平25. 9. 1整外 診療所
     伊医123 科 伊勢原市沼目３－１３－２８ 常　勤:    1事長　米山　滋子 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5827401,000.5 加藤皮膚科医院 〒259-1131 0463-93-5730加藤　正幸 加藤　正幸 平26. 5. 1皮   診療所
     伊医1000 伊勢原市伊勢原２－２－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5828401,001.3 たかはし眼科クリニッ〒259-1131 0463-98-1333医療法人たかはし眼科髙橋　嘉晴 平26. 6. 1眼   診療所
     伊医1001 ク 伊勢原市伊勢原１－２１－２４デ常　勤:    1クリニック　理事長　 交代 現存
     ィアメゾン・エスⅡ　１Ｆ (医       1)髙橋　嘉晴 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5829401,002.1 伊勢原サンクリニック〒259-1133 046-398-1520医療法人あすなろ会　竹井　孝文 平26. 9. 1内   診療所
     伊医1002 伊勢原市東大竹２７９－１ 常　勤:    1理事長　大藏　幹彦 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5830401,003.9 ＫＫクリニック 〒259-1131 0463-74-6498田仲　曜 田仲　曜 平26.11. 1内   診療所
     伊医1003 伊勢原市伊勢原１－１８－１４湘常　勤:    1 新規 現存
     南ハウス第一ビル１Ｆ (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5831420,011.9 アツギ株式会社診療所〒243-0411 21-4111 アツギ株式会社　人事酒井　英光 昭41. 8.15内   整外 脳外診療所
     海医11 海老名市大谷北１－９－１ 常　勤:    1総務部長　木村　良一 現存
     (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5832420,015.0 高座中央診療所 〒243-0431 0462-31-6515柏崎　純一 柏崎　純一 昭44. 7. 1胃   外   整外診療所
     海医15 海老名市上今泉３－１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5833420,017.6 加藤医院 〒243-0426 046-238-3210加藤　毅 加藤　毅 昭45. 8. 1内   小   外  診療所
     海医17 海老名市門沢橋２－４－３９ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5834420,024.2 さつき町診療所 〒243-0433 046-232-3821友利　昭雄 友利　昭雄 平15. 2.14内   小   診療所
     海医24 海老名市河原口３９１－２小田急常　勤:    1 移動 現存
     マルシェ厚木内 (医       1) 平21. 2.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5835420,025.9 下田皮膚科医院 〒243-0413 0462-32-7302下田　祥由 下田　祥由 昭49. 7. 1皮   診療所
     海医25 海老名市国分寺台５－１３－１４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5836420,029.1 阿部眼科医院 〒243-0413 0462-32-1238阿部　泰昭 阿部　泰昭 昭50. 1. 1眼   診療所
     海医29 海老名市国分寺台５－１３－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5837420,034.1 一般社団法人　海老名〒243-0421 0462-31-1912一般社団法人　海老名藤本　秀明 平 8. 3.31内   小   診療所
     海医34 市医師会　海老名市急海老名市さつき町４１ 常　勤:    1市医師会　会長　田中 移動 現存
     患診療所 (医       1)　昭太郎 平23. 3.31
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5838420,038.2 大矢眼科医院 〒243-0401 0462-31-6900大矢　陽子 大矢　陽子 昭53. 5.15眼   診療所
     海医38 海老名市東柏ヶ谷３－１７－３１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5839420,041.6 三宅胃腸科外科 〒243-0434 0462-33-2555三宅　雅治 三宅　雅治 昭55. 4.15一般        19診療所
     海医41 海老名市上郷６６９－２ 常　勤:    1 胃   外   麻  現存
     (医       1) 平22. 4.15こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5840420,048.1 日立ビアメカニクス健〒243-0431 046-231-7111日立ビアメカニクス（乳井　伸夫 昭58. 1. 1内   精   診療所
     海医48 康推進室 海老名市上今泉２１００番地 常　勤:    1株）　代表取締役　四 現存
     (医       1)津　三樹男 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5841420,049.9 社会医療法人　ジャパ〒243-0433 046-233-1311社会医療法人　ジャパ内山　喜一郎 昭58. 9.15一般       469地域支援
     (426,049.3) ンメディカルアライア海老名市河原口１３２０ 常　勤:  142ンメディカルアライア 内   外   小  病院
     海医49 ンス　海老名総合病院 (医     135)ンス　理事長　鄭　義 平22. 9.15産婦 心外 神内現存
     (歯       7)弘 脳外 呼外 整外
     非常勤:   69 リウ 形外 ひ  
     (医      69) 眼   耳い 皮  
     リハ 放   麻  
     歯   歯外 病理
     血内　消内　循
     内　呼内　消外
     　救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5842420,051.5 川島内科クリニック 〒243-0432 0462-32-7111川島　博之 川島　博之 昭61. 2. 1内   呼   胃  診療所
     海医51 海老名市中央３－１－５スカイビ常　勤:    1 循   リハ 放  現存
     ルエビナ２Ｆ (医       1) 平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5843420,052.3 葉梨整形外科 〒243-0402 0462-32-8500医療法人葉梨整形外科葉梨　之紀 昭62. 5. 1一般         1診療所
     海医52 海老名市柏ヶ谷７１９－４ 常　勤:    2　葉梨　之紀 療養        18療養病床
     (医       2) 平23. 5. 1整外 内   皮  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5844420,056.4 医療法人紀陽会　さが〒243-0401 0462-32-0084医療法人紀陽会　理事朴　茂男 平 5.12. 1耳い 診療所
     海医56 み野耳鼻咽喉科 海老名市東柏ケ谷１－１４－１７常　勤:    1長　朴　茂男 移動 現存
     (医       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5845420,057.2 さがみ野中央病院 〒243-0401 046-233-5110医療法人社団さがみ野山田　久孝 平元. 8. 1一般        96病院
     海医57 海老名市東柏ケ谷６－２０－２０常　勤:   11中央病院　理事長　岩 内   整外 外  現存
     (医      11)井　孝明 平22. 8. 1リハ 消   循  
     非常勤:   42 皮   ひ   眼  
     (医      42) 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5846420,063.0 くの小児科医院 〒243-0401 0462-33-3221医療法人社団くの小児久野　良樹 平 2. 8. 1小   診療所
     海医63 海老名市東柏ヶ谷１－２４－６ 常　勤:    1科医院　理事長　久野 現存
     (医       1)　良樹 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5847420,067.1 医療法人社団　西村整〒243-0434 0462-33-1515医療法人社団西村整形西村　哲 平 3. 8. 1整外 リハ 放  診療所
     海医67 形外科 海老名市上郷６６９－１ 常　勤:    1外科　理事長　西村　 療養病床
     (医       1)哲 平24. 8. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5848420,068.9 海老名中央医院 〒243-0405 046-231-4776医療法人社団海老名中山田　通喜 平 3.12. 1内   外   胃  診療所
     海医68 海老名市国分南３－６－１７ 常　勤:    3央医院　理事長　山田 小   整外 麻  現存
     (医       3)　博之 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5849420,069.7 医療法人社団健仁会　〒243-0401 046-234-7234医療法人社団健仁会　上村　仁夫 平 3.12. 1皮   診療所
     海医69 かみむら皮膚科 海老名市東柏ケ谷３－１３－６さ常　勤:    1理事長　上村　仁夫 現存
     がみ野駅北口ビル２Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5850420,072.1 腎健クリニック 〒243-0432 0462-31-8151高橋　裕一郎 高橋　裕一郎 平 4.10.15内   ひ   形外診療所
     海医72 海老名市中央１－８－６ 常　勤:    1 美外 現存
     (医       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5851420,075.4 海老名メンタルクリニ〒243-0432 0462-34-6866根岸　了 根岸　了 平 6. 7. 1精   神   診療所
     海医75 ック 海老名市中央３－３－２０海老名常　勤:    1 新規 現存
     ビル２０２号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5852420,076.2 大澤クリニック 〒243-0406 0462-35-5000大澤　正享 大澤　正享 平 6.11. 1内   外   消  診療所
     海医76 海老名市国分北１－４－１６ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5853420,078.8 社会医療法人　ジャパ〒243-0433 046-235-1311社会医療法人　ジャパ鄭　義弘 平 7. 4. 1療養       117病院
     海医78 ンメディカルアライア海老名市河原口１５１９ 常　勤:   21ンメディカルアライア 新規 内   美外 リハ現存
     ンス　海老名総合病院 (医      21)ンス　理事長　鄭　義 平22. 4. 1放   脳外 神内
     附属海老名メディカル 非常勤:   43弘 他   
     サポートセンター (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5854420,080.4 医療法人社団　まなべ〒243-0401 0462-34-8331医療法人社団まなべ小真部　秀治 平 8. 6. 1小   循   診療所
     海医80 小児科クリニック 海老名市東柏ヶ谷３－１３－６さ常　勤:    1児科クリニック　理事 組織変更 現存
     がみ野駅北口ビル２Ｆ (医       1)長　真部　秀治 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5855420,081.2 大島クリニック 〒243-0433 0462-36-3000大島　充一 大島　充一 平 9. 4.15内   循   呼  診療所
     海医81 海老名市河原口１－１－１４ 常　勤:    1 新規 消   小   リウ現存
     (医       1) 平24. 4.15アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5856420,082.0 のざわ小児科内科医院〒243-0410 0462-38-9957医療法人社団　のざわ野澤　富一 平 9. 5. 1小   内   診療所
     海医82 海老名市杉久保北４－１３－１４常　勤:    1小児科内科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　野澤　富一 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5857420,083.8 松島眼科クリニック 〒243-0432 0462-34-7580松島　新吾 松島　新吾 平 9. 7. 1眼   診療所
     海医83 海老名市中央２－８－３１サンシ常　勤:    1 新規 現存
     ティ海老名２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5858420,084.6 たちばなクリニック 〒243-0412 046-234-7554医療法人　たちばなク西林　洋平 平 9.11. 1小   診療所
     海医84 海老名市浜田町２３－１５ 常　勤:    1リニック　理事長　西 組織変更 現存
     (医       1)林　洋平 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5859420,085.3 医療法人社団　神愛会〒243-0416 046-238-6262医療法人社団　神愛会住山　雅紀 平10. 6. 1療養       158病院
     海医85 　オアシス湘南病院 海老名市中河内１２２７－１ 常　勤:    2　理事長　宮澤　二夫 組織変更 内   リハ 皮  現存
     (医       2) 平22. 6. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5860420,086.1 玉井小児科神経クリニ〒243-0431 0462-33-7005医療法人社団　玉井小玉井　勇 平10. 7. 1内   神内 精  診療所
     海医86 ック 海老名市上今泉４－１３－１８ 常　勤:    1児科神経クリニック　 組織変更 神   現存
     (医       1)理事長　玉井　勇 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5861420,087.9 平沢医院 〒243-0427 0462-38-2066平澤　欣吾 平澤　欣吾 平10. 8.25内   診療所
     海医87 海老名市杉久保南４－３－１　 常　勤:    1 交代 休止
     (医       1) 平22. 8.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5862420,092.9 本間眼科 〒243-0432 046-234-3300本間　啓藏 本間　啓藏 平12. 7. 1眼   診療所
     海医92 海老名市中央２－１－１６センチ常　勤:    1 新規 現存
     ュリープラザ３Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5863420,093.7 小林内科医院 〒243-0424 046-238-1680小林　千里 小林　千里 平12. 8.14内   診療所
     海医93 海老名市社家５６－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5864420,094.5 医療法人社団　白山会〒243-0401 046-292-3341医療法人社団　白山会森安　真綾 平18. 1. 1耳い アレ 診療所
     海医94 　新川さがみ野クリニ海老名市東柏ケ谷３－２－２０ 常　勤:    2　理事長　新川　樹一 移動 現存
     ック (医       2)郎 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5865420,095.2 的場内科クリニック 〒243-0432 046-292-1001医療法人　的場内科ク的場　清和 平13. 6. 1内   診療所
     海医95 海老名市中央２－８－３１サンシ常　勤:    1リニック　理事長　的 組織変更 現存
     ティ海老名２Ｃ (医       1)場　清和 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5866420,096.0 米元皮膚科医院 〒243-0432 046-236-3115医療法人　米元皮膚科米元　康蔵 平19. 8.29皮   アレ 形外診療所
     海医96 海老名市中央３－４－１シティー常　勤:    1医院　理事長　米元　 移動 性   現存
     スタイル１階１号室 (医       1)康蔵 平25. 8.29
     非常勤:    1
     (医       1)
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 5867420,102.6 宍戸医院 〒243-0413 046-231-7823医療法人社団　宍戸医宍戸　邦彦 平14. 9. 1内   皮   心内診療所
     海医102 海老名市国分寺台５－１３－１１常　勤:    2院　理事長　宍戸　邦 新規 精   現存
     (医       2)彦 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5868420,103.4 さがみ野診療所 〒243-0401 046-231-9981野見山　哲 野見山　哲 平15. 1.15内   消   診療所
     海医103 海老名市東柏ケ谷３－１７－３１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平21. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5869420,104.2 医療法人社団永康会　〒243-0432 0462-35-0290医療法人社団永康会　池田　正樹 平15. 5. 1内   ひ   他  診療所
     海医104 海老名クリニック 海老名市中央２－１－１６海老名常　勤:    2理事長　安藤　和弘 組織変更 現存
     センチュリープラザ５Ｆ (医       2) 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5870420,105.9 さがみ野レディスクリ〒243-0401 046-234-3214医療法人社団章誠会　原田　誠 平15. 6. 1一般         3診療所
     海医105 ニック 海老名市東柏ヶ谷３－３－１９メ常　勤:    1理事長　原田　誠 組織変更 産婦 内   現存
     ゾンエスト弐番館２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5871420,107.5 内科小児科北川医院 〒243-0413 046-232-0550北川　登美男 北川　登美男 平15. 7.21内   小   診療所
     海医107 海老名市国分寺台１－１８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平21. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5872420,113.3 もり整形外科眼科 〒243-0401 046-234-5565医療法人　秀一会　理森　博之 平15.12. 1整外 眼   内  診療所
     海医113 海老名市東柏ケ谷２－２９－１８常　勤:    1事長　森　博之 組織変更 リハ 現存
     カトウビル１Ｆ (医       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5873420,114.1 海老名耳鼻咽喉科クリ〒243-0432 046-234-4187医療法人社団　タムラ田村　嘉之 平20. 9. 1一般         8診療所
     海医114 ニック 海老名市中央２－２－１７ 常　勤:    3　理事長　田村　嘉之 移動 耳い アレ 現存
     (医       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5874420,115.8 やよいクリニック 〒243-0406 046-233-8419野澤　直史 野澤　直史 平23. 5. 9内   他   診療所
     海医115 海老名市国分北１－３８－２８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5875420,116.6 相州ビナシティメンタ〒243-0432 046-233-1700医療法人社団青木末次大山　浩吉 平16. 6. 1精   神   心内診療所
     海医116 ルクリニック 海老名市中央３－１－５スカイビ常　勤:    2郎記念会　理事長　黒 新規 現存
     ル・エビナ５Ｆ (医       2)岩　隆 平22. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5876420,117.4 海老名あおばクリニッ〒243-0417 046-238-6246濱田　芳郎 濱田　芳郎 平16.10.15心内 外   リハ診療所
     海医117 ク 海老名市本郷２２０９－２ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平22.10.15
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 5877420,118.2 なかえこどもクリニッ〒243-0432 046-236-5820中江　陽一郎 中江　陽一郎 平16.11. 1小   診療所
     海医118 ク 海老名市中央３－３－１駅前クリ常　勤:    1 新規 現存
     ニックモール２Ｆ (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5878420,120.8 海老名レディースクリ〒243-0432 046-236-1105医療法人俊英会　理事近藤　芳仁 平26. 1. 6産婦（生殖医療診療所
     海医120 ニック 海老名市中央２－９－５０海老名常　勤:    1長　並木　俊始 移動 ） 現存
     プライムタワー２４Ｆ (医       1) 平26. 1. 6
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5879420,121.6 社会医療法人　ジャパ〒243-0422 046-292-0222社会医療法人　ジャパ佐藤　浩司 平17. 2. 1内   小   外  診療所
     海医121 ンメディカルアライア海老名市中新田４３９－１ 常　勤:    7ンメディカルアライア 新規 整外 形外 眼  現存
     ンス　海老名メディカ (医       7)ンス　理事長　鄭　義 平23. 2. 1耳い 皮   ひ  
     ルプラザ 非常勤:  139弘 放   神内 呼内
     (医     139) リウ 
     消内　血内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5880420,127.3 ますだ産婦人科 〒243-0402 046-231-1534医療法人社団　惠松会増田　惠一 平18. 1. 1一般        19診療所
     海医127 海老名市柏ケ谷１１４１ 常　勤:    1　理事長　増田　惠一 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5881420,128.1 第２海老名レディース〒243-0432 046-292-1107医療法人俊英会　理事池田　万里郎 平26. 1. 6産婦 診療所
     海医128 クリニック 海老名市中央３－３－１駅前クリ常　勤:    1長　並木　俊始 移動 現存
     ニックモール・ビル４Ｆ (医       1) 平26. 1. 6
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5882420,130.7 医療法人社団　厚成会〒243-0432 046-236-6080医療法人社団　厚成会山内　仁紫 平18. 4. 1循   内   診療所
     海医130 　原田循環器・内科ク海老名市中央１－１３－１ビナウ常　勤:    1　理事長　原田　厚 組織変更 現存
     リニック ォーク４番館　中２階 (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5883420,131.5 オアシス湘南クリニッ〒243-0416 046-237-3733医療法人社団　神愛会宮澤　二夫 平18. 4.15内   リハ 皮  診療所
     海医131 ク 海老名市中河内字中道１２７５ 常　勤:    1　理事長　宮澤　二夫 新規 現存
     (医       1) 平24. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5884420,134.9 愛和レディースクリニ〒243-0432 046-210-7511黒田　俊孝 黒田　俊孝 平18. 7.15産婦 皮   診療所
     海医134 ック 海老名市中央２－８－８池田ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ　Ａ (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5885420,135.6 宇井クリニック 〒243-0402 046-205-1980宇井　謙二 宇井　謙二 平19. 3. 1皮   形外 美外診療所
     海医135 海老名市柏ケ谷１０５２－２かし常　勤:    1 新規 現存
     わ台クリスタルプラザ１０２ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5886420,136.4 医療法人社団　厚成会〒243-0422 046-236-6085医療法人社団　厚成会原田　厚 平19. 4. 1一般        19診療所
     海医136 　海老名ハートクリニ海老名市中新田４０６ 常　勤:    2　理事長　原田　厚 新規 循   内   現存
     ック (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5887420,137.2 かしわ台クリニック 〒243-0402 046-234-9028医療法人　柏菜会　理山形　達史 平19. 5. 1内   外   リハ診療所
     海医137 海老名市柏ケ谷１０５２－２かし常　勤:    1事長　山形　達史 組織変更 現存
     わ台クリスタルプラザ１０１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5888420,138.0 医療法人　美瑛会　か〒243-0432 046-235-8580医療法人　美瑛会　理影山　広美 平19. 5. 1整外 リハ 形外診療所
     海医138 げやまクリニック 海老名市中央３－３－１駅前クリ常　勤:    1事長　影山　広美 組織変更 美外 現存
     ニックモール３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5889420,139.8 湘陽かしわ台病院 〒243-0402 046-292-5800医療法人社団医誠会　高原　和享 平19. 7.13一般        59病院
     海医139 海老名市柏ケ谷５８４－２ 常　勤:    8理事長　高原　和享 その他 療養        60現存
     (医       8) 平25. 7.13内   外   整外
     非常勤:   59 脳外 リハ 形外
     (医      59) リウ 麻   神内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5890420,140.6 医療法人社団　七福会〒243-0433 046-292-0230医療法人社団　七福会宮本　謙一 平19. 9.15内   皮   心内診療所
     海医140 　ホリィマームクリニ海老名市河原口２－７－１８らい常　勤:    1　理事長　森　尚哉 新規 現存
     ック海老名 ふ海老名１階 (医       1) 平25. 9.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5891420,142.2 みたに眼科クリニック〒243-0401 046-236-5830医療法人　松鵠会　理三谷　貴一郎 平19.12. 1眼   診療所
     海医142 海老名市東柏ケ谷５－１８－１９常　勤:    1事長　三谷　貴一郎 組織変更 現存
     海老名三紫ビル１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5892420,143.0 小川眼科 〒243-0432 046-234-4200医療法人社団　泰薫会小川　泰典 平20. 5. 1眼   診療所
     海医143 海老名市中央１－１３－１ビナウ常　勤:    1　理事長　小川　泰典 組織変更 現存
     ォーク４番館１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5893420,145.5 海老名セントラルクリ〒243-0432 046-236-2777医療法人　リファイン中澤　聡 平20.12. 1内   診療所
     海医145 ニック 海老名市中央２－８－８池田ビル常　勤:    1ネット　理事長　伊藤 新規 現存
     ２ＦＢ (医       1)　龍彦 平20.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5894420,146.3 海老名呼吸器科クリニ〒243-0432 046-236-1159医療法人　ＥＲＣ　理朴　在善 平20.12. 1内   外   アレ診療所
     海医146 ック 海老名市中央３－３－１駅前クリ常　勤:    1事長　朴　在善 組織変更 他   現存
     ニックモールビル　５Ｆ (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5895420,147.1 石坂整形外科クリニッ〒243-0422 046-235-8882医療法人　明皐会　理石坂　淳 平20.12. 1整外 リウ リハ診療所
     海医147 ク 海老名市中新田４９０－２ 常　勤:    1事長　石坂　淳 組織変更 現存
     (医       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5896420,150.5 にしのキッズクリニッ〒243-0405 046-236-5545医療法人　栄泉会　理西野　善泉 平22. 4. 1小   アレ 診療所
     海医150 ク 海老名市国分南３－８－１２ 常　勤:    1事長　西野　善泉 交代 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5897420,152.1 こっここどもクリニッ〒243-0433 046-292-0115野村　雅寛 野村　雅寛 平23. 4. 1小   診療所
     海医152 ク 海老名市河原口２－３０－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5898420,153.9 えびな整形外科 〒243-0406 046-236-3530医療法人社団　海老名山田　博之 平23. 7. 1整外 リハ 診療所
     海医153 海老名市国分北２－１５－１４－常　勤:    1中央医院　理事長　山 新規 現存
     １０１ (医       1)田　博之 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5899420,154.7 医療法人社団　メディ〒243-0432 046-236-1112医療法人社団　メディ天野　彰人 平24. 5. 1皮   アレ 診療所
     海医154 カルマイスター　海老海老名市中央２－１－１６海老名常　勤:    1カルマイスター　理事 交代 現存
     名皮ふ科クリニック センチュリープラザビル２Ｆ－Ａ(医       1)長　天野　彰人 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5900420,155.4 佐藤クリニック 〒243-0401 046-233-2211佐藤　中 佐藤　中 平24.10. 1内   診療所
     海医155 海老名市東柏ケ谷６－１５－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5901420,157.0 とみなが内科医院 〒243-0401 046-235-4333医療法人とみなが内科冨永　友也 平25. 5. 1他   診療所
     海医157 海老名市東柏ケ谷３－１３－６さ常　勤:    1医院　理事長　冨永　 交代 現存
     がみ野駅北口ビル２Ｆ２０３ (医       1)友也 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5902421,000.1 海老名田島クリニック〒243-0432 046-233-1313医療法人博清会　理事田島　博人 平26. 1. 1内   診療所
     海医1000 海老名市中央３－３－１８中村第常　勤:    1長　田島　博人 交代 消内　内視内 現存
     一ビル１Ａ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5903421,001.9 横山クリニック 〒243-0413 0462-32-6767医療法人社団迪哲会　横山　浩之 平26. 1. 1内   診療所
     海医1001 海老名市国分寺台５－１３－１ 常　勤:    2理事長　横山　浩之 交代 循内　消内 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5904421,002.7 湘南ひまわりクリニッ〒243-0413 046-259-6082井上　伸介 井上　伸介 平26. 4. 1内   診療所
     海医1002 ク 海老名市国分寺台２－５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5905421,003.5 えびな桂冠内科クリニ〒243-0417 046-239-3900石田　研 石田　研 平26. 8. 1内   診療所
     海医1003 ック 海老名市本郷２６６６－１ 常　勤:    1 新規 循内 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5906421,004.3 やまなかクリニック 〒243-0405 046-236-5250山中　成人 山中　成人 平26. 9. 1脳外 内   診療所
     海医1004 海老名市国分南３－８－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5907410,001.2 三晃診療所 〒252-0021 0462-51-0455矢部　昭子 矢部　昭子 昭32. 7. 1小   診療所
     座医1 座間市緑ケ丘４－２１－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5908410,002.0 駐留軍要員健保組合　〒252-0027 0462-56-8309駐留軍要員健康保険組上遠野　健 昭32. 7.15内   外   診療所
     座医2 座間診療所 座間市座間在日米軍司令部内Ｐー常　勤:    1合　理事長　蓑浦　正 現存
     １１０ (医       1)彦 平23. 7.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5909410,007.9 豊川内児科 〒252-0023 0462-51-0547高橋　俊安 高橋　俊安 昭38. 5.15内   消   循  診療所
     座医7 座間市立野台２－４－２４ 常　勤:    1 小   眼   現存
     (医       1) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5910410,008.7 医療法人興生会　相模〒252-0001 0462-56-0011医療法人興生会　理事大谷　剛正 昭39.11.15一般       151病院
     座医8 台病院 座間市相模が丘６－２４－２８ 常　勤:   27長　山上　達也 精神       155現存
     (医      27) 平24.11.15内   外   整外
     非常勤:   31 ひ   精   眼  
     (医      31) 皮   小   神内
     麻   リハ 放  
     他   
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 5911410,012.9 相原耳鼻咽喉科医院 〒252-0001 0427-44-1207相原　茲明 相原　茲明 昭50.10.22一般         3診療所
     座医12 座間市相模が丘１－２０－２７ 常　勤:    1 耳い 現存
     (医       1) 平23.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5912410,020.2 碇医院 〒252-0001 0462-51-3318碇　康彦 碇　康彦 昭43. 9. 1内   小   診療所
     座医20 座間市相模が丘２－３９－２９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5913410,026.9 佐藤内科 〒252-0001 0462-52-1777佐藤　明夫 佐藤　明夫 昭45.11. 1内   胃   小  診療所
     座医26 座間市相模が丘４－１９－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5914410,037.6 古川医院 〒252-0011 0462-54-7290古川　数男 古川　数男 昭49.11. 1内   胃   外  診療所
     座医37 座間市相武台３－２０－１３ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5915410,040.0 鳥羽内科 〒252-0003 0462-55-2732鳥羽　孝夫 鳥羽　孝夫 昭51. 4. 1内   小   皮  診療所
     座医40 座間市ひばりが丘１－２９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5916410,044.2 金子産婦人科医院 〒252-0024 0462-55-3541金子　清 金子　清 昭52. 4. 1一般         7診療所
     座医44 座間市入谷４－２６９０－２９ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5917410,048.3 新井眼科 〒252-0011 0462-54-5685新井　公文 新井　公文 昭56. 4. 1眼   診療所
     座医48 座間市相武台１－３４－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5918410,049.1 小島小児科 〒252-0024 0462-55-0066小島　邦彦 小島　邦彦 平 3. 9. 1小   診療所
     座医49 座間市入谷５－２６２８－２ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5919410,052.5 馬來内科胃腸外科 〒252-0011 046-255-3228馬来　忠道 馬来　忠道 昭57. 6.15一般        19診療所
     座医52 座間市相武台２－３８－３１ 常　勤:    1 内   外   脳外現存
     (医       1) 平24. 6.15他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5920410,054.1 清水皮膚科 〒252-0011 0462-56-4730清水　夏江 清水　夏江 昭59. 3.15皮   診療所
     座医54 座間市相武台１－３４－７瀬戸ビ常　勤:    1 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5921410,060.8 医療法人社団一真会　〒252-0013 046-255-3211医療法人社団一真会　別所　知彦 平15. 4. 1療養        48病院
     (416,060.2) 座間厚生病院 座間市栗原９１２－２ 常　勤:    4理事長　別所　知彦 移動 内   外   皮  現存
     座医60 (医       3) 平21. 4. 1歯   小歯 歯外
     (歯       1) 他   
     非常勤:    4
     (医       3)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5922410,061.6 前田医院 〒252-0003 0462-51-3137前田　陽一 前田　陽一 昭61. 3.15内   小   診療所
     座医61 座間市ひばりが丘３－８－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5923410,065.7 シータン泌尿器科外科〒252-0013 0462-51-7171ウン・シータン ウン・シータン 平元. 6. 1一般        19診療所
     座医65 座間市栗原１１９９－４ 常　勤:    1 内   外   皮  休止
     (医       1) 平22. 6. 1ひ   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5924410,067.3 菊田医院 〒252-0005 046-253-1234医療法人社団菊田医院菊田　正彦 平元. 7. 1内   小   消  診療所
     座医67 座間市さがみ野３－１－１２ 常　勤:    2　理事長　菊田　正彦 胃   外   現存
     (医       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5925410,068.1 医療法人　宮本内科小〒252-0024 0462-55-5222医療法人宮本内科小児宮本　正浩 平元. 8. 1内   小   診療所
     座医68 児科 座間市入谷４－５０２３－５ 常　勤:    1科　理事長　宮本　正 現存
     (医       1)浩 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5926410,069.9 代田産婦人科 〒252-0011 0462-53-3511医療法人社団シロタク代田　治彦 平元.11.10一般        14診療所
     座医69 座間市相武台１－２０－２１ 常　勤:    4リニック　理事長　代 産婦 現存
     (医       4)田　治彦 平22.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5927410,070.7 医療法人社団　山下整〒252-0001 0427-43-5607医療法人社団山下整形山下　恵代 平 2. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     座医70 形外科 座間市相模が丘１－２８－８ 常　勤:    1外科　理事長　山下　 現存
     (医       1)恵代 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5928410,071.5 座間小児科診療所 〒252-0023 0462-51-2366医療法人社団恭雅会　山崎　恭男 平 2.11. 1一般        15診療所
     座医71 座間市立野台２－２０－２４ 常　勤:    1理事長　山崎　雅彦 小   現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5929410,072.3 医療法人社団　浅利ク〒252-0027 0462-55-8611医療法人社団浅利クリ浅利　秀男 平 3. 3. 1循   内   外  診療所
     座医72 リニック 座間市座間２－２３６－４ 常　勤:    1ニック　理事長　浅利 呼   現存
     (医       1)　秀男 平24. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
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 5930410,076.4 中村整形外科 〒252-0005 046-256-7355医療法人社団健省会　中村　省司 平 3.12. 1整外 外   形外診療所
     座医76 座間市さがみ野１－５－８ 常　勤:    1理事長　中村　省司 内   小   皮  現存
     (医       1) 平21.12. 1消   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5931410,078.0 飯田耳鼻咽喉科医院 〒252-0011 0462-57-9001飯田　順 飯田　順 平 4. 1. 1耳い 診療所
     座医78 座間市相武台１－３５－７第２６常　勤:    1 現存
     菊地ビル３０２ (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5932410,080.6 医療法人社団　広井内〒252-0021 046-254-8307医療法人社団　広井内廣井　基祥 平23.11. 1内   小   他  診療所
     座医80 科医院 座間市緑ケ丘４－７－７ 常　勤:    2科医院　理事長　 井 移動 現存
     (医       2)　喜一 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5933410,084.8 医療法人社団　昌栄会〒252-0011 046-256-5111医療法人社団昌栄会　中川　正行 平 6. 7. 1一般        41病院
     (416,084.2) 　相武台病院 座間市相武台１－９－７ 常　勤:   13相武台病院　理事長　 組織変更 療養       159現存
     座医84 (医      12)中川　正行 平24. 7. 1介護        44
     (歯       1) 内   整外 外  
     非常勤:   33 耳い 皮   ひ  
     (医      33) 脳外 歯   小歯
     胃内　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5934410,087.1 相模台健診クリニック〒252-0001 0462-56-9235医療法人　興生会　理益山　栄良 平 8. 1. 1内   診療所
     座医87 座間市相模が丘６－２７－４３ 常　勤:    2事長　山上　達也 新規 現存
     (医       2) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5935410,089.7 医療法人社団　フルヤ〒252-0011 0462-51-1364医療法人社団フルヤク山澤　美緒子 平 8. 8. 1内   小   リウ診療所
     座医89 クリニック　降矢医院座間市相武台３－１８－５１ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)澤　美緒子 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5936410,092.1 座間市休日急患センタ〒252-0021 046-252-9090社団法人座間綾瀬医師五十棲　優 平 8. 9. 1内   小   外  診療所
     座医92 ー 座間市緑ヶ丘１－１－３ 常　勤:    1会　会長　浅利　秀男 新規 現存
     (医       1) 平23. 9. 1
     非常勤:   45
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5937410,095.4 座間耳鼻咽喉科クリニ〒252-0024 0462-54-8749松永　永恵 松永　永恵 平 9. 3. 1耳い 診療所
     座医95 ック 座間市入谷５－１７００－１内藤常　勤:    1 新規 現存
     シティマンション１Ｆ (医       1) 平24. 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   662 頁

 5938410,096.2 さがみが丘耳鼻咽喉科〒252-0001 0462-52-7888佐藤　大三 佐藤　大三 平 9. 5. 1耳い 診療所
     座医96 座間市相模が丘３－４６－２６ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5939410,100.2 相武台メディカルクリ〒252-0011 046-255-3003医療法人社団　洋和会工藤　治 平24.12. 1内   ひ   外  診療所
     座医100 ニック 座間市相武台３－２７－６０ 常　勤:    2　理事長　工藤　治 移動 心内 精   現存
     (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5940410,102.8 竹川胃腸科医院 〒252-0023 0462-54-3166久下　壮一 久下　壮一 平10. 4. 1胃   内   外  診療所
     座医102 座間市立野台２－３－６ 常　勤:    1 新規 皮   こう 現存
     (医       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5941410,104.4 入澤クリニック 〒252-0001 0427-48-7131医療法人　嘉仁会　理入澤　彰仁 平10. 6. 1内   外   他  診療所
     座医104 座間市相模が丘１－１８－２６ 常　勤:    1事長　入澤　彰仁 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5942410,105.1 医療法人　桜慈会　桜〒252-0011 0462-51-9919医療法人　桜慈会　理櫻井　雅夫 平10.11. 1整外 内   リハ診療所
     座医105 井クリニック 座間市相武台１－３５－１３ 常　勤:    2事長　櫻井　雅夫 組織変更 外   皮   現存
     (医       2) 平22.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5943410,106.9 内山外科整形外科医院〒252-0024 0462-53-4333内山　真紀 内山　真紀 平11. 2.19整外 外   診療所
     座医106 座間市入谷４－２５９８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5944410,107.7 医療法人社団　忠優会〒252-0011 0462-54-3221医療法人社団　忠優会五十棲　優 平11. 7. 1外   胃   整外診療所
     座医107 　相武台外科胃腸科医座間市相武台１－２６－２４ 常　勤:    2　理事長　五十棲　優 組織変更 リハ 現存
     院 (医       2) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5945410,108.5 アガペ診療所 〒252-0002 0462-54-7111社会福祉法人　日本キ村山　鐵郎 平11. 7.15内   外   整外診療所
     座医108 座間市小松原２－１０－１４ 常　勤:    1リスト教奉仕団　理事 新規 精   心内 ひ  現存
     (医       1)長　禿　準一 平23. 7.15皮   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5946410,111.9 相模台クリニック 〒252-0001 046-256-3300医療法人　聖医会　理丸　香奈恵 平12. 2. 1内   精   神  診療所
     座医111 座間市相模が丘６－２９－１４ 常　勤:    2事長　丸　香奈恵 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5947410,114.3 武長眼科 〒252-0001 042-741-1324武長　実 武長　実 平13. 5.15眼   診療所
     座医114 座間市相模が丘５－４２－１０デ常　勤:    1 新規 現存
     リス相模が丘１０３ (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5948410,115.0 医療法人社団　杏仁会〒252-0024 046-257-2261医療法人社団　杏仁会伊藤　久 平13.12. 1胃   内   こう診療所
     座医115 　伊藤クリニック 座間市入谷５－１８８１－５８ 常　勤:    1　理事長　伊藤　久 組織変更 外   現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5949410,117.6 ざま眼科クリニック 〒252-0024 046-251-6234医療法人社団ざま眼科鈴木　仁 平15. 6. 1眼   診療所
     座医117 座間市入谷５－１７００－１内藤常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     シティマンション１Ｆ (医       1)鈴木　仁 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5950410,118.4 医療法人社団恵優会　〒252-0011 046-298-2552医療法人社団恵優会　小林　直之 平15. 6. 1内   放   他  診療所
     座医118 相武台ニーレンクリニ座間市相武台１－３５－１０中央常　勤:    1理事長　小林　直之 組織変更 現存
     ック 企業ビル１Ｆ・２Ｆ (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5951410,121.8 いかり皮膚科クリニッ〒252-0001 046-257-8989医療法人社団優康会　碇　優子 平16.12. 1皮   診療所
     座医121 ク 座間市相模が丘２－３９－２９ 常　勤:    1理事長　碇　優子 組織変更 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5952410,123.4 たかはしクリニック 〒252-0011 046-257-7737医療法人　建理会　理髙　誠勉（高橋建勝）平18. 7. 1内   消   循  診療所
     座医123 座間市相武台３－４２－６１それ常　勤:    1事長　髙　誠勉（高橋 組織変更 外   こう 小  現存
     いゆ相武台１Ｆ (医       1)建勝） 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5953410,126.7 座間整形外科 〒252-0024 046-298-0505医療法人社団　祐昇会梅本　裕介 平19.10. 1整外 リハ 診療所
     座医126 座間市入谷５－１６８４－３　座常　勤:    1　理事長　長田　信人 新規 現存
     間駅前クリニックビル２階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5954410,127.5 さとだ内科クリニック〒252-0024 046-298-0066里田　誠 里田　誠 平19.10. 1内   アレ 他  診療所
     座医127 座間市入谷５－１６８４－３　座常　勤:    1 新規 現存
     間駅前クリニックビル１階１０１(医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5955410,128.3 なかむら耳鼻咽喉科 〒252-0003 046-259-1187中村　雄大 中村　雄大 平20. 6.15耳い 診療所
     座医128 座間市ひばりが丘１－４１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5956410,131.7 東原診療所 〒252-0004 046-251-7571医療法人社団　一真会二戸　茂樹 平22. 7. 1内   放   他  診療所
     座医131 座間市東原１－６－１２ 常　勤:    1　理事長　別所　知彦 新規 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5957410,132.5 鴇田医院 〒252-0001 046-251-2205鴇田　尚樹 鴇田　尚樹 平23. 1. 9内   小   他  診療所
     座医132 座間市相模が丘３－５３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5958410,136.6 座間メンタルクリニッ〒252-0024 046-257-4255医療法人社団　らいお金　廣一 平24. 1. 1心内 精   診療所
     座医136 ク 座間市入谷５－１６８４－３　座常　勤:    1んハート　理事長　金 交代 現存
     間西口駅前店舗１Ｆ－１０２ (医       1)　廣一 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5959410,137.4 座間ガーデンクリニッ〒252-0024 046-210-4186医療法人社団　らいお金　成愛 平24. 1. 1精   診療所
     座医137 ク 座間市入谷５－１６８５－１パー常　勤:    1んハート　理事長　金 交代 現存
     クフィーネ座間 (医       1)　廣一 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5960410,138.2 相模が丘内科 〒252-0001 042-742-6866医療法人社団　有智会茂木　好則 平24. 6. 1内   外   他  診療所
     座医138 座間市相模が丘５－４２－１０デ常　勤:    1　理事長　茂木　好則 交代 現存
     リス相模が丘１Ｆ　１０２ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5961410,140.8 マザーホームクリニッ〒252-0021 046-204-5621松山　斉久 松山　斉久 平24. 8. 1内   診療所
     座医140 ク 座間市緑ケ丘２－２－１８グラン常　勤:    1 新規 現存
     ドソレーユ座間１０２ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5962410,141.6 井上整形外科 〒252-0024 046-256-1177井上　浩 井上　浩 平25. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     座医141 座間市入谷５－１８０９ 常　勤:    2 交代 眼   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5963411,000.3 立野台内科クリニック〒252-0023 046-204-9222江林　明志 江林　明志 平25.11. 1内   診療所
     座医1000 座間市立野台３－１４－５ 常　勤:    1 新規 消内　肝内　内現存
     (医       1) 平25.11. 1視内
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 5964411,001.1 しのざき整形外科 〒252-0023 046-206-4396篠﨑　勇樹 篠﨑　勇樹 平26. 4. 1整外 診療所
     座医1001 座間市立野台３－１４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5965411,002.9 塚原クリニック 〒252-0001 042-705-9555医療法人敦信会　理事塚原　信也 平26. 5. 1内   神内 精  診療所
     座医1002 座間市相模が丘５－５－７ブリリ常　勤:    2長　塚原　信也 交代 内泌・代内　 現存
     ア小田急相模原１０５ (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5966430,010.9 吉沢医院 〒250-0102 0465-74-2222吉澤　巌 吉澤　巌 昭44. 5. 1内   外   皮  診療所
     南足医10 南足柄市千津島２４３７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5967430,021.6 医療法人社団明芳会　〒250-0136 0465-73-2191医療法人社団明芳会　榛沢　隆 昭59. 7. 1療養        55病院
     南足医21 北小田原病院 南足柄市矢倉沢６２５ 常　勤:    9理事長　中村　哲也 精神       278現存
     (医       9) 平23. 7. 1内   精   皮  
     非常勤:    8 他   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5968430,024.0 医療法人社団慈邦会　〒250-0117 0465-72-1230医療法人社団慈邦会　石川　清一 昭62. 4. 1内   小   外  診療所
     南足医24 石川医院 南足柄市塚原７１０－２ 常　勤:    2理事長　石川　清弘 消内 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5969430,027.3 医療法人社団　武尾医〒250-0117 0465-74-0235医療法人社団　武尾医武尾　宏 平元. 7. 1内   小   診療所
     南足医27 院 南足柄市塚原２６４１ 常　勤:    1院　理事長　武尾　宏 現存
     (医       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5970430,029.9 医療法人社団　奥津医〒250-0124 0465-74-0024医療法人社団奥津医院奥津　紀一 平元. 8. 1内   消   小  診療所
     南足医29 院 南足柄市生駒３８１ 常　勤:    1　理事長　奥津　紀一 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5971430,030.7 医療法人社団　いずみ〒250-0105 0465-73-2207医療法人社団いずみ耳関口　美也子 平 4. 5. 1耳い 診療所
     南足医30 耳鼻咽喉科医院 南足柄市関本５６５－５ 常　勤:    2鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       2)　山口　眞理子 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5972430,031.5 医療法人社団　上野医〒250-0103 0465-72-1201医療法人社団　上野医上野　輝喜 平元.10. 1内   小   診療所
     南足医31 院 南足柄市壗下１０１９－９ 常　勤:    1院　理事長　上野　輝 現存
     (医       1)喜 平22.10. 1
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 5973430,032.3 光生診療所 〒250-0117 0465-74-4671医療法人社団光生診療伊藤　喜哉 平元.11. 1内   小   診療所
     南足医32 南足柄市塚原１４０７ 常　勤:    2所　理事長　伊藤　喜 現存
     (医       2)哉 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5974430,033.1 医療法人社団徳誠会　〒250-0103 0465-74-1135医療法人社団徳誠会　柴田　光夫 平元.11. 1一般         8診療所
     南足医33 柴田産科婦人科クリニ南足柄市壗下４４０－２ 常　勤:    1理事長　柴田　光夫 小   産   婦  現存
     ック (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5975430,038.0 緑蔭診療所 〒250-0117 0465-73-3470 口　亮 口　亮 平 6.10.15内   婦   皮  診療所
     南足医38 南足柄市塚原４３５０－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5976430,040.6 医療法人　おぎの整形〒250-0105 0465-73-1100医療法人　おぎの整形荻野　哲夫 平 7.11. 1整外 リウ リハ診療所
     (436,040.0) 外科・歯科 南足柄市関本７５０－１ 常　勤:    2外科・歯科　理事長　 組織変更 歯   現存
     南足医40 (医       1)荻野　哲夫 平22.11. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5977430,041.4 清湘クリニック 〒250-0126 0465-73-1707秦　行光 秦　行光 平 8. 7. 1内   呼   消  診療所
     南足医41 南足柄市狩野４７８－７ 常　勤:    1 組織変更 循   整外 リハ現存
     (医       1) 平23. 7. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5978430,042.2 医療法人博真会　河野〒250-0105 0465-74-0391医療法人博真会　理事河野　博久 平 9.11. 1内   外   小  診療所
     南足医42 医院 南足柄市関本６１１－１ 常　勤:    1長　河野　博久 組織変更 麻   消   皮  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5979430,043.0 富士フイルムグループ〒250-0126 0465-73-7480富士フイルムグループ志和　忠志 平10. 4. 1内   外   歯  診療所
     (436,043.4) 健康保険組合　富士フ南足柄市狩野６８１ 常　勤:   10健康保険組合　理事長 その他 消   循   精  現存
     南足医43 イルム健康管理センタ (医       8)　山田　透 平22. 4. 1
     ー (歯       2)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5980430,046.3 足柄療護園診療所 〒250-0116 0465-73-5540社会福祉法人　県西福野村　正征 平13. 5.15内   神内 整外診療所
     南足医46 南足柄市三竹７４０－３ 常　勤:    1祉会　理事長　松本　 新規 現存
     (医       1)信輔 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5981430,049.7 医療法人社団　鈴木医〒250-0105 0465-74-0021医療法人社団　鈴木医鈴木　哲 平18.10. 1内   小   診療所
     南足医49 院 南足柄市関本９３０ 常　勤:    1院　理事長　鈴木　哲 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5982430,050.5 こうの内科クリニック〒250-0113 0465-73-2218河野　典博 河野　典博 平18.10.15内   呼   診療所
     南足医50 南足柄市岩原１８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5983430,051.3 いのうえクリニック 〒250-0115 0465-71-1311医療法人　三肱会　理井上　育夫 平19. 5. 1胃   外   内  診療所
     南足医51 南足柄市沼田９７－１ララミーマ常　勤:    1事長　井上　育夫 組織変更 こう 現存
     ンション２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5984430,052.1 南足柄クリニック 〒250-0105 0465-72-7701阿部　和弘 阿部　和弘 平20. 6.15ひ   内   診療所
     南足医52 南足柄市関本５６５－５第一棟ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ェルミ１　３階　３０１区画 (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5985430,054.7 くまざわ皮フ科クリニ〒250-0105 050-37746600熊澤　智子 熊澤　智子 平24.11. 1皮   診療所
     南足医54 ック 南足柄市関本８３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5986430,055.4 安藤眼科医院南足柄ク〒250-0105 0465-73-1515医療法人社団安藤眼科江口　亮 平24.10. 1眼   診療所
     南足医55 リニック 南足柄市関本５６９ヴェルミ２　常　勤:    1医院　理事長　安藤　 交代 現存
     １Ｆ (医       1)浩 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5987430,056.2 大内病院 〒250-0123 0465-74-1515医療法人社団　朱鷺会大内　英樹 平25. 6. 1一般        53病院
     南足医56 南足柄市中沼５９４－１ 常　勤:    4　理事長　大内　忠行 交代 内   小   外  現存
     (医       4) 平25. 6. 1皮   アレ 整外
     非常勤:    7 放   他   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5988440,005.7 市川医院 〒252-1134 0467-78-7311市川　博昭 市川　博昭 昭47. 5.15一般         2診療所
     綾医5 綾瀬市寺尾南１－６－１７ 常　勤:    1 胃   外   こう現存
     (医       1) 平23. 5.15放   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5989440,006.5 島田外科・内科 〒252-1113 0467-76-0006島田　裕恒 島田　裕恒 昭49. 8. 1外   皮   内  診療所
     綾医6 綾瀬市上土棚中６－１４－２６ 常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5990440,007.3 菅原医院 〒252-1122 0467-77-0885菅原　悌三 菅原　悌三 昭49. 8. 1内   胃   小  診療所
     綾医7 綾瀬市小園南１－１１－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5991440,010.7 茂木産婦人科医院 〒252-1103 0467-78-0300茂木　昭二 茂木　昭二 昭50. 4.15産婦 診療所
     綾医10 綾瀬市深谷中４－１４－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5992440,012.3 宮内耳鼻咽喉科医院 〒252-1134 0467-78-8671宮内　康博 宮内　康博 昭50. 6.15耳い 気食 診療所
     綾医12 綾瀬市寺尾南３－１３－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5993440,014.9 社団法人座間綾瀬医師〒252-1103 0467-77-5315一般社団法人座間綾瀬宮内　康博 昭59.12.25内   小   診療所
     綾医14 会　綾瀬休日診療所 綾瀬市深谷中４－２－１ 常　勤:    3医師会　会長　浅利　 現存
     (医       3)秀男 平23.12.25
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5994440,020.6 医療法人社団　柏綾会〒252-1103 0467-77-5111医療法人社団柏綾会　徳永　唯志 昭58. 4. 1一般       108病院
     綾医20 　綾瀬厚生病院 綾瀬市深谷３８１５ 常　勤:   17理事長　阿部　聡 療養        60現存
     (医      17) 平22. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   63 皮   ひ   小  
     (医      63) 脳外 形外 リウ
     リハ 眼   婦  
     産   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5995440,023.0 あやせ眼科 〒252-1131 0467-77-0041原　雄造 原　雄造 平14. 8.19眼   診療所
     綾医23 綾瀬市寺尾北２－１７－３７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5996440,026.3 佐々木クリニック 〒252-1131 0467-78-4411佐々木　淳一 佐々木　淳一 平18. 4.28心内 精   神  診療所
     綾医26 綾瀬市寺尾北３－２２－１０ 常　勤:    1 移動 内   神内 現存
     (医       1) 平24. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5997440,029.7 さとうこどもクリニッ〒252-1103 0467-70-8031佐藤　雄二 佐藤　雄二 平 5. 6. 1小   診療所
     綾医29 ク 綾瀬市深谷３９５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5998440,030.5 紀　医院 〒252-1103 0467-78-0327紀　孝 紀　孝 平 9. 8. 1内   小   診療所
     綾医30 綾瀬市深谷中６－１９－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5999440,031.3 共ヶ岡診療所 〒252-1104 0467-78-1598武山　治久 武山　治久 平12. 4. 1内   診療所
     綾医31 綾瀬市大上３－２０－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6000440,034.7 医療法人敬愛会　吉﨑〒252-1114 0467-78-8854医療法人敬愛会　理事吉﨑　明彦 平15. 6. 1内   精   小  診療所
     綾医34 医院 綾瀬市上土棚南６－４－５ 常　勤:    2長　吉﨑　明彦 組織変更 現存
     (医       2) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6001440,035.4 比留川医院 〒252-1103 0467-79-0355医療法人社団　徐愛会比留川　勝 平16. 1. 1内   小   精  診療所
     綾医35 綾瀬市深谷南１－６－３ 常　勤:    1　理事長　比留川　勝 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6002440,036.2 おかもと小児科 〒252-1132 046-770-3993医療法人悠理樹　理事岡本　裕一 平16. 5.19小   内   診療所
     綾医36 綾瀬市寺尾中１－８－７ 常　勤:    1長　岡本　裕一 組織変更 現存
     (医       1) 平22. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6003440,038.8 たけだこどもクリニッ〒252-1127 0467-71-0321医療法人社団　海星会武田　信裕 平19. 5. 1小   循   診療所
     綾医38 ク 綾瀬市早川城山１－３－８ 常　勤:    1　理事長　武田　信裕 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6004440,039.6 あやせ整形外科・眼科〒252-1127 0467-78-1660河合　光正 河合　光正 平19. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     綾医39 綾瀬市早川城山１－３－２ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6005440,040.4 かしわぎクリニック 〒252-1103 0467-71-0307柏木　利幸 柏木　利幸 平20.11. 1内   診療所
     綾医40 綾瀬市深谷３９５０－１綾瀬メデ常　勤:    1 新規 糖内　循内　消現存
     ィカルプラザＡ棟 (医       1) 平26.11. 1内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6006440,041.2 熊倉整形外科 〒252-1103 0467-77-7111熊倉　孝俊 熊倉　孝俊 平21.10. 1一般        19診療所
     綾医41 綾瀬市深谷４１７６－３ 常　勤:    1 組織変更 整外 形外 リハ現存
     (医       1) 平21.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6007440,042.0 あやせ訪問クリニック〒252-1127 0467-84-7220伊藤　真由美 伊藤　真由美 平24. 4. 1内   脳外 診療所
     綾医42 綾瀬市早川城山２－１３－５ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ラ城山１Ｆ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6008440,043.8 綾瀬ごしょ乃眼科 〒252-1103 0467-53-9731大谷　達郎 大谷　達郎 平24. 6. 1眼   診療所
     綾医43 綾瀬市深谷３７３４－１綾瀬タウ常　勤:    1 新規 現存
     ンヒルズＳＣ　１Ｆ (医       1) 平24. 6. 1
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 6009440,045.3 緒方医院 〒252-1132 0467-78-1555緒方　杏逸 緒方　杏逸 平24. 5. 1内   外   整外診療所
     綾医45 綾瀬市寺尾中３－１０－１３ 常　勤:    1 交代 皮   ひ   現存
     (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6010440,047.9 原クリニック 〒252-1135 0467-79-8348原　眞一 原　眞一 平25. 9. 1内   精   診療所
     綾医47 綾瀬市寺尾釜田１－１－８ 常　勤:    1 新規 糖内　消内 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6011441,001.5 医療法人社団慈広会　〒252-1113 0467-76-6211医療法人社団慈広会　三神　俊史 平26. 4. 1一般        19診療所
     綾医1001 矢崎胃腸外科 綾瀬市上土棚中１－１－１６ 常　勤:    2理事長　三神　俊史 組織変更 消内　消外　肛現存
     (医       2) 平26. 4. 1外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6012110,002.3 斉藤内科医院 〒240-0112 0468-75-0505斉藤　久美子 斉藤　久美子 昭32. 9.20内   診療所
     三浦医2 三浦郡葉山町堀内１８１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6013110,031.2 岩﨑クリニック 〒240-0112 0468-75-0036岩﨑　仁彦 岩﨑　仁彦 平 8.12. 1内   診療所
     三浦医31 三浦郡葉山町堀内８２５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6014110,032.0 神奈川みなみ医療生活〒240-0115 0468-78-8200神奈川みなみ医療生活平野　惠造 平 9. 4. 1内   診療所
     三浦医32 協同組合　葉山クリニ三浦郡葉山町上山口３１８２ 常　勤:    2協同組合　代表理事　 組織変更 現存
     ック (医       2)藁谷　收 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6015110,034.6 山形医院 〒240-0113 0468-75-8515山形　裕昭 山形　裕昭 平 9. 9. 1整外 リハ 診療所
     三浦医34 三浦郡葉山町長柄１６４２－１９常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6016110,036.1 湘南国際村クリニック〒240-0015 046-857-7727社会福祉法人　日本医大友　宣 平10. 5.15内   診療所
     三浦医36 三浦郡葉山町上山口字間門１５６常　勤:    3療伝道会　理事長　室 新規 現存
     ０－４９ (医       3)谷　千英 平22. 5.15
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6017110,038.7 医療法人社団　竹田医〒240-0112 0468-76-1939医療法人社団　竹田医竹田　美雄 平13.10. 1麻   内   ひ  診療所
     三浦医38 院 三浦郡葉山町堀内１４２６－４ 常　勤:    1院　理事長　竹田　美 組織変更 外   現存
     (医       1)雄 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6018110,042.9 すこやか子どもクリニ〒240-0112 046-875-8133三好　 雄 三好　 雄 平17.10.15小   皮   診療所
     三浦医42 ック 三浦郡葉山町堀内１８０８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平23.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6019110,043.7 鈴木メンタルクリニッ〒240-0111 046-877-5656鈴木　健二 鈴木　健二 平18. 8.15精   神   心内診療所
     三浦医43 ク 三浦郡葉山町一色３７０稲子ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6020110,045.2 葉山のむらクリニック〒240-0111 046-875-8615野村　直人 野村　直人 平19. 5. 1内   胃   外  診療所
     三浦医45 三浦郡葉山町一色２０１１ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6021110,046.0 医療法人　沖縄徳洲会〒240-0111 046-876-3811医療法人　沖縄徳洲会神道　育世 平22. 2. 1内   小   外  診療所
     三浦医46 　湘南葉山デイケアク三浦郡葉山町一色１７４６－２ 常　勤:    1　理事長　鈴木　隆夫 交代 整外 皮   現存
     リニック (医       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6022110,047.8 医療法人　沖縄徳洲会〒240-0116 046-875-1717医療法人　沖縄徳洲会上野　秀樹 平22. 2. 1一般        83病院
     三浦医47 　葉山ハートセンター三浦郡葉山町下山口字白石１８９常　勤:   20　理事長　鈴木　隆夫 交代 心外 循   婦  現存
     ８－１ (医      20) 平22. 2. 1放   内   麻  
     非常勤:   17 外   消   形外
     (医      17) 美外 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6023110,048.6 森戸海岸　三浦クリニ〒240-0112 046-876-7881三浦　正志 三浦　正志 平22. 3. 1麻   リハ 他  診療所
     三浦医48 ック 三浦郡葉山町堀内１１６３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6024110,049.4 ホリスティックメディ〒240-0112 046-877-5020本田　秀佳 本田　秀佳 平22.12. 1内   小   他  診療所
     三浦医49 カルクリニック 三浦郡葉山町堀内８９５－６－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6025111,000.6 加藤メディカル・アー〒240-0111 046-875-1552医療法人　希夢虹　理加藤　秀継 平26. 5. 1内   呼内 診療所
     三浦医1000 ツ・クリニック 三浦郡葉山町一色１５３２ 常　勤:    1事長　加藤　秀継 交代 気食内 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6026111,001.4 そらうみクリニック 〒240-0111 046-887-0268成瀬　雅水 成瀬　雅水 平26. 9. 1精   心内 診療所
     三浦医1001 三浦郡葉山町一色２５１１－４７常　勤:    1 新規 現存
     コースト葉山１０２ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6027120,026.0 旭ファイバーグラス株〒253-0111 0467-75-0511旭ファイバーグラス株田中　貢 昭33. 6. 1内   外   診療所
     高座医26 式会社診療所 高座郡寒川町一ノ宮６－１１－１常　勤:    1式会社　湘南工場　工 現存
     (医       1)場長　吉田　宏之 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6028120,066.6 宗教法人寒川神社　寒〒253-0106 0467-75-6680宗教法人　寒川神社　鳴海　裕之 平16. 8. 1一般 病院
     高座医66 川病院 高座郡寒川町宮山１９３ 常　勤:   11代表役員　利根　康敎 移動     一般    99現存
     (医      11) 平22. 8. 1内   外   整外
     非常勤:   43 眼   耳い 神内
     (医      43) リウ 脳外 皮  
     ひ   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6029120,093.0 玉井産婦人科・小児科〒253-0105 0467-74-2921玉井　滋 玉井　滋 昭53. 1.15一般         2診療所
     高座医93 高座郡寒川町岡田５－５－８ 常　勤:    1 小   産婦 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6030120,096.3 医療法人社団朋友会　〒253-0106 0467-74-5331医療法人社団朋友会　提　康彦 昭57. 3. 1精神       184病院
     高座医96 けやきの森病院 高座郡寒川町宮山３５０５ 常　勤:    6理事長　皆川　美由紀 精   内   心内現存
     (医       6) 平24. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6031120,099.7 横山外科胃腸科 〒253-0114 0467-74-7707横山　茂樹 横山　茂樹 昭62. 8. 1一般        19診療所
     高座医99 高座郡寒川町田端１１５９ 常　勤:    1 胃   外   皮  現存
     (医       1) 平23. 8. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6032120,101.1 五島クリニック 〒253-0101 0467-74-8180五島　明彦 五島　明彦 平 3. 5.15内   皮   ひ  診療所
     高座医101 高座郡寒川町倉見２１９７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6033120,102.9 神部医院 〒253-0106 0467-74-5000神部　清彦 神部　清彦 平 3.12.15内   外   皮  診療所
     高座医102 高座郡寒川町宮山３０３５ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平21.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6034120,103.7 医療法人博真会　永田〒253-0101 0467-75-6075医療法人博真会永田外永田　真一 平 5. 2. 1一般        13診療所
     高座医103 外科 高座郡寒川町倉見３７９３－３ 常　勤:    2科　理事長　永田　澄 組織変更 呼   胃   外  現存
     (医       2)夫 平23. 2. 1整外 こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6035120,104.5 広田内科クリニック 〒253-0111 0467-74-2231広田　孝比古 広田　孝比古 平 5. 4.15内   小   診療所
     高座医104 高座郡寒川町一之宮８－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平23. 4.15
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 6036120,105.2 村田整形外科 〒253-0111 0467-73-0661村田　隆 村田　隆 平 6. 4. 1整外 精   診療所
     高座医105 高座郡寒川町一之宮８－１５－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6037120,106.0 医療法人社団　原田医〒253-0105 0467-74-0702医療法人社団　原田医原田　純一 平 6. 6. 1内   呼   消  診療所
     高座医106 院 高座郡寒川町岡田３－７－３５ 常　勤:    1院　理事長　原田　純 組織変更 循   リハ 現存
     (医       1)一 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6038120,110.2 木島医院 〒253-0111 0467-75-0005木島　武俊 木島　武俊 平11. 1. 1一般         9診療所
     高座医110 高座郡寒川町一之宮１－２４－３常　勤:    2 交代 産婦 内   外  現存
     ９ (医       2) 平23. 1. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6039120,111.0 医療法人　徳洲会　寒〒253-0105 0467-74-0052医療法人　徳洲会　鈴三枝　隆 平11. 2. 1内   神内 循  診療所
     高座医111 川岡田クリニック 高座郡寒川町岡田６－１０－２０常　勤:    1木　隆夫 組織変更 消   外   小  現存
     (医       1) 平23. 2. 1皮   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6040120,113.6 医療法人社団　旭湘会〒253-0111 0467-75-8808医療法人社団　旭湘会林　秀樹 平13.11. 1小   アレ 診療所
     高座医113 　林こどもクリニック高座郡寒川町一之宮１－３－３６常　勤:    1　理事長　林　秀樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6041120,114.4 さいとう眼科医院 〒253-0105 0467-72-6301齊藤　昭雄 齊藤　昭雄 平14. 5.15眼   診療所
     高座医114 高座郡寒川町岡田３－７－４７－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6042120,115.1 医療法人社団誠成会　〒253-0105 0467-72-3588医療法人社団誠成会　豊島　光男 平25. 5. 1内   整外 リハ診療所
     高座医115 寒川駅前クリニック 高座郡寒川町岡田１０９－１ 常　勤:    1理事長　豊島　光男 移動 皮   麻   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6043120,120.1 おおしろクリニック 〒253-0103 0467-72-2212医療法人社団　星の砂田澤　英幸 平23. 6.15内   診療所
     高座医120 高座郡寒川町小谷５７　堀村生気常　勤:    1　理事長　大城　堅一 移動 現存
     堂ビルⅡ　３Ｆ (医       1) 平23. 6.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6044120,121.9 倉見整形外科 〒253-0101 0467-72-0201医療法人社団　倉生会禹　雅誉 平23. 1. 1整外 リハ 診療所
     高座医121 高座郡寒川町倉見８４７－１ 常　勤:    1　理事長　禹　雅誉 交代 現存
     (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6045120,122.7 医療法人社団　仁聖会〒253-0111 0467-72-5777医療法人社団　仁聖会富田　一郎 平24. 6. 1内   外   皮  診療所
     高座医122 　さむかわ富田クリニ高座郡寒川町一之宮２－２３－１常　勤:    1　理事長　富田　一郎 交代 他   現存
     ック １ (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6046120,123.5 たかはし耳鼻科 〒253-0105 0467-72-3387医療法人たかはし耳鼻髙橋　健太郎 平24.12. 1耳い 小   診療所
     高座医123 高座郡寒川町岡田５－５－８湘南常　勤:    1科　理事長　髙橋　健 交代 現存
     寒川医療モール３Ｆ (医       1)太郎 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6047121,000.4 高山産婦人科・内科 〒253-0105 0467-73-1103髙山　慶一郎 髙山　慶一郎 平26. 5. 1産婦 内   診療所
     高座医1000 高座郡寒川町岡田５－５－８湘南常　勤:    1 新規 現存
     寒川医療モール２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6048130,034.2 西村医院 〒255-0003 0463-61-0615西村　サク 西村　サク 昭32. 9.20内   整外 診療所
     中郡医34 中郡大磯町大磯１９８９ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平23. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6049130,117.5 相良内科クリニック 〒255-0003 0463-61-0378相良　淳史 相良　淳史 昭59. 1.15内   循   小  診療所
     中郡医117 中郡大磯町大磯１２７０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6050130,119.1 東海大学大磯病院 〒259-0114 0463-72-3211学校法人東海大学　理吉井　文均 昭59. 4. 1一般       327病院
     中郡医119 中郡大磯町月京２１－１ 常　勤:   95事長　松前　義昭 内   神内 小  現存
     (医      95) 平23. 4. 1外   呼外 脳外
     非常勤:    4 整外 婦   ひ  
     (医       4) 耳い 眼   リハ
     皮   放   麻  
     精   形外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6051130,130.8 山田医院 〒255-0003 0463-61-1625山田　真一 山田　真一 平 3. 1. 1内   胃   外  診療所
     中郡医130 中郡大磯町大磯９３０ 常　勤:    2 リハ 現存
     (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6052130,143.1 ひよこクリニック 〒255-0003 0463-61-7963松田　倫夫 松田　倫夫 平14. 9.24小   皮   内  診療所
     中郡医143 中郡大磯町大磯１６５４－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6053130,155.5 医療法人社団湘風会　〒255-0003 0463-61-0666医療法人社団湘風会　藤田　幸子 平17. 1.17眼   診療所
     中郡医155 藤田眼科クリニック 中郡大磯町大磯１１８８ 常　勤:    1理事長　藤田　幸子 移動 現存
     (医       1) 平23. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6054130,157.1 医療法人社団　森田内〒255-0004 0463-61-8887医療法人社団　森田内森田　秀人 平14. 1. 1内   循   消  診療所
     中郡医157 科医院 中郡大磯町東小磯１０ 常　勤:    1科医院　理事長　森田 組織変更 呼   小   現存
     (医       1)　秀人 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6055130,158.9 杉山皮膚科 〒255-0003 0463-61-8620杉山　安洋 杉山　安洋 平14. 4. 1皮   診療所
     中郡医158 中郡大磯町大磯９５２神明ビル２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6056130,159.7 グリーン内科クリニッ〒255-0003 0463-60-3131医療法人　庚辰会　理妹尾　正夫 平20.12.10内   他   診療所
     中郡医159 ク 中郡大磯町大磯１１１５ 常　勤:    1事長　妹尾　正夫 移動 現存
     (医       1) 平20.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6057130,161.3 脇医院 〒255-0003 0463-61-0829医療法人社団　脇医院脇　和雄 平16. 5. 1内   小   消  診療所
     中郡医161 中郡大磯町大磯１５６２ 常　勤:    2　理事長　脇　和雄 組織変更 外   現存
     (医       2) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6058130,163.9 國谷整形外科 〒255-0003 0463-61-0238國谷　剛 國谷　剛 平17. 4. 1整外 外   リウ診療所
     中郡医163 中郡大磯町大磯９４９ 常　勤:    2 交代 リハ 現存
     (医       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6059130,164.7 湘南大磯クリニック 〒255-0004 0463-61-3109齊藤　達也 齊藤　達也 平17. 5. 1内   診療所
     中郡医164 中郡大磯町東小磯３５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6060130,171.2 大磯耳鼻咽喉科ひがし〒255-0003 0463-60-1587東野　一隆 東野　一隆 平19. 7.15耳い 診療所
     中郡医171 のクリニック 中郡大磯町大磯４６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6061130,178.7 医療法人社団　博心会〒255-0003 0463-60-1533医療法人社団　博心会田島　博之 平22. 4. 1内   アレ 小  診療所
     中郡医178 　大磯内科クリニック中郡大磯町大磯９５０ 常　勤:    1　理事長　田島　博之 新規 他   現存
     (医       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6062130,180.3 簑島医院 〒259-0112 0463-71-0184木内　忍 木内　忍 平22. 4. 1内   外   整外診療所
     中郡医180 中郡大磯町国府新宿４０２ 常　勤:    1 交代 皮   小   現存
     (医       1) 平22. 4. 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   676 頁

 6063130,182.9 大磯ハートクリニック〒259-0112 0463-70-1110岩田　理 岩田　理 平22.11. 1内   他   診療所
     中郡医182 中郡大磯町国府新宿５４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6064130,186.0 大谷クリニック 〒255-0003 0463-60-3111医療法人社団　泰潤会大谷　泰雄 平25. 6. 1内   他   診療所
     中郡医186 中郡大磯町大磯９６２－１　吉川常　勤:    1　理事長　大谷　泰雄 交代 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6065131,001.0 医療法人社団　湘医会〒259-0114 0463-71-2321医療法人社団　湘医会濵　雅文 平26. 1. 1小   内   呼内診療所
     中郡医1001 　月京クリニック 中郡大磯町月京９－１１ 常　勤:    2　理事長　濵　雅文 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6066130,113.4 尾上クリニック 〒259-0123 0463-71-1612尾上　保夫 尾上　保夫 昭55. 3. 5内   循   診療所
     中郡医113 中郡二宮町二宮７９５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6067130,115.9 二見整形外科 〒259-0125 0465-43-2921二見　達彦 二見　達彦 昭56. 1.15整外 リハ 診療所
     中郡医115 中郡二宮町川匂６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6068130,128.2 山本耳鼻いんこう科ク〒259-0131 0463-73-4696山本　晃 山本　晃 平20. 7. 1耳い 診療所
     中郡医128 リニック 中郡二宮町中里１３０２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6069130,131.6 医療法人　井上整形外〒259-0133 0463-72-4114医療法人　井上整形外井上　惣一郎 平 3. 2. 1整外 リハ 診療所
     中郡医131 科 中郡二宮町百合が丘１－１－１ 常　勤:    2科　理事長　井上　惣 現存
     (医       2)一郎 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6070130,141.5 医療法人社団　光耀会〒259-0131 0463-71-9799医療法人社団　光耀会村上　眞紀 平 6. 6. 1眼   診療所
     中郡医141 　二宮眼科クリニック中郡二宮町中里２－１０－８ 常　勤:    1　理事長　山本　隆憲 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6071130,142.3 こうの内科・循環器科〒259-0123 0463-72-6701髙野　信篤 髙野　信篤 平 6.11.15内   循   診療所
     中郡医142 クリニック 中郡二宮町二宮８８４－１エムビ常　勤:    1 新規 現存
     ルⅠ　２階 (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6072130,145.6 浅野クリニック 〒259-0133 0463-72-0720浅野　充也 浅野　充也 平 9. 1. 1小   診療所
     中郡医145 中郡二宮町百合が丘３－５－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6073130,148.0 医療法人　百合が丘ク〒259-0133 0463-73-0082医療法人　百合が丘ク倉田　隆 平 9. 6. 1内   循   呼  診療所
     中郡医148 リニック 中郡二宮町百合が丘２－１－２ 常　勤:    1リニック　理事長　倉 組織変更 胃   皮   現存
     (医       1)田　隆 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6074130,151.4 たけすえ小児科 〒259-0123 0463-71-9735医療法人社団　たけす竹末　良三 平 9.11. 1小   内   診療所
     中郡医151 中郡二宮町二宮９０４－６ 常　勤:    1え小児科　理事長　竹 組織変更 現存
     (医       1)末　良三 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6075130,165.4 さだもとクリニック 〒259-0123 0463-72-5737医療法人　湘清会　理定本　貴明 平18. 6. 1内   消   リウ診療所
     中郡医165 中郡二宮町二宮８２１－１０ 常　勤:    1事長　定本　貴明 組織変更 アレ 小   現存
     (医       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6076130,168.8 横山医院 〒259-0123 0463-72-2580横山　修三 横山　修三 平19. 4. 1小   内   診療所
     中郡医168 中郡二宮町二宮１０４８－２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6077130,172.0 クリニック杉原 〒259-0131 0463-72-0310杉原　義信 杉原　義信 平20. 2. 1内   産   婦  診療所
     中郡医172 中郡二宮町中里７３６－５ 常　勤:    1 組織変更 小   ひ   休止
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6078130,173.8 くどう眼科 〒259-0123 0463-70-6777工藤　成樹 工藤　成樹 平20. 4. 1眼   診療所
     中郡医173 中郡二宮町二宮２０８ルーフアン常　勤:    1 新規 現存
     ドルーフ２Ｄ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6079130,174.6 住田医院 〒259-0123 0463-71-0179住田　洋一 住田　洋一 平20. 4. 1内   循   小  診療所
     中郡医174 中郡二宮町二宮１２２－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6080130,175.3 二宮しおみクリニック〒259-0123 0463-70-6288医療法人社団　清山会原山　大樹 平21. 4. 1整外 内   リハ診療所
     中郡医175 中郡二宮町二宮４７９－５ 常　勤:    1　理事長　原山　大樹 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6081130,179.5 加藤クリニック 〒259-0133 0463-71-8443加藤　博人 加藤　 人 平22. 4. 1内   小   他  診療所
     中郡医179 中郡二宮町百合が丘２－４－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6082130,183.7 二宮胃腸内科クリニッ〒259-0131 0463-73-2911安藤　豪 安藤　豪 平23. 5.13内   他   診療所
     中郡医183 ク 中郡二宮町中里９８９－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平23. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6083130,184.5 医療法人社団　松和会〒259-0123 0463-70-6161医療法人社団　松和会藤崎　智隆 平24. 5. 1内   診療所
     中郡医184 　望星二宮クリニック中郡二宮町二宮７６９ 常　勤:    1　理事長　黒川　清 新規 現存
     (医       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6084130,185.2 湘南こいじクリニック〒259-0124 0463-71-3322社会福祉法人　寿考会林　達雄 平24. 8. 1内   診療所
     中郡医185 中郡二宮町山西２７６－１ 常　勤:    1　理事長　里山　樹 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6085131,000.2 医療法人　西山クリニ〒259-0123 0463-71-1212医療法人　西山クリニ西山　清敬 平25.12. 1内   外   診療所
     中郡医1000 ック 中郡二宮町二宮１２８５－１ 常　勤:    2ック　理事長　西山　 交代 消内　循内 現存
     (医       2)清敬 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6086131,002.8 あづま山在宅クリニッ〒259-0123 0463-86-6532林　和義 林　和義 平26. 7. 1内   診療所
     中郡医1002 ク 中郡二宮町二宮２１６－１古澤本常　勤:    1 新規 現存
     社ビル２Ｆ　２０１ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6087140,107.4 医療法人社団　朝長医〒259-0143 0465-81-1118医療法人社団　朝長医三橋　由紀子 平 2. 3. 1内   外   皮  診療所
     (146,107.8) 院 足柄上郡中井町北田５２９－７ 常　勤:    2院　理事長　三橋　由 放   歯   現存
     足上医107 (歯       2)紀子 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6088140,115.7 ピースハウス病院 〒259-0151 0465-81-8900一般財団法人ライフプ齊藤　英一 平 5. 9.15一般        22病院
     足上医115 足柄上郡中井町井ノ口１０００－常　勤:    3ランニングセンター　 新規 内   現存
     １ (医       3)理事長　日野原　重明 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6089140,141.3 みつぼしクリニック 〒259-0143 0465-80-0404金原　一弘 金原　一弘 平20. 5. 1内   皮   心内診療所
     足上医141 足柄上郡中井町北田５２５ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6090140,142.1 りゅう医院 〒259-0153 0465-81-0223劉　崙 劉　崙 平26. 5. 7内   小   整外診療所
     足上医142 足柄上郡中井町比奈窪３５ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平26. 5. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6091140,149.6 ピースクリニック中井〒259-0151 0465-81-3900一般財団法人ライフ・永山　淳 平22. 4. 1小   内   他  診療所
     足上医149 足柄上郡中井町井ノ口１０００－常　勤:    1プランニング・センタ 新規 休止
     １ (医       1)ー　理事長　日野原　 平22. 4. 1
     非常勤:    1重明
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6092140,155.3 なかいファミリークリ〒259-0151 0465-81-8822小林　宗則 小林　宗則 平25.10. 1内   小   精  診療所
     足上医155 ニック 足柄上郡中井町井ノ口１８７６－常　勤:    1 新規 循内 現存
     １ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6093980,077.2 神奈川県立中井やまゆ〒259-0157 0465-81-0288神奈川県知事 宮本　一行 昭47. 4.15内   精   歯  診療所
     (986,077.6) り園診療所 足柄上郡中井町境２１８ 常　勤:    1 外   現存
     足上医77 (医       1) 平23. 4.15
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6094140,041.5 渥美医院 〒258-0019 0465-82-2539渥美　久 渥美　久 昭35. 5. 1内   小   診療所
     足上医41 足柄上郡大井町金子４８ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6095140,108.2 武田耳鼻咽喉科クリニ〒258-0019 0465-83-7733武田　啓介 武田　啓介 平 2.12. 1耳い 診療所
     足上医108 ック 足柄上郡大井町金子字井向１３７常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6096140,111.6 医療法人社団友和会　〒258-0018 0465-83-6121医療法人社団　友和会武田　剛一 平 2.12. 1他   診療所
     足上医111 友和クリニック 足柄上郡大井町金手１２７ 常　勤:    1　理事長　武田　裕公 現存
     (医       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6097140,117.3 瀬戸クリニック 〒258-0015 0465-82-7886瀬戸　哲郎 瀬戸　哲郎 平 6. 5.15内   小   心内診療所
     足上医117 足柄上郡大井町山田１１３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 5.15



 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   680 頁

 6098140,125.6 佐藤病院 〒258-0019 0465-83-5611医療法人　藤誠会　理福田　淳 平11. 7. 1療養        30病院
     足上医125 足柄上郡大井町金子１９２２－３常　勤:    4事長　杉江　広紀 組織変更 内   小   婦  療養病床
     (医       4) 平23. 7. 1整外 現存
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6099140,140.5 大井町クリニック 〒258-0016 0465-82-8971医療法人　大井町クリ原　之俊 平19.12. 1内   小   他  診療所
     足上医140 足柄上郡大井町上大井４０９－５常　勤:    3ニック　理事長　原　 新規 現存
     (医       3)久美子 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6100140,151.2 まえかわクリニック 〒258-0019 0465-86-0777前川　出 前川　出 平22. 9. 1内   小   リウ診療所
     足上医151 足柄上郡大井町金子２６０１－１常　勤:    1 新規 アレ リハ 現存
     (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6101140,152.0 おくやま小児科 〒258-0018 0465-85-1717医療法人おくやま小児奥山　健一 平23.12. 1小   アレ 診療所
     足上医152 足柄上郡大井町金手８－１０　Ｒ常　勤:    1科　理事長　奥山　健 交代 現存
     ＹＵＭＡ・ＰＬＡＣＥ　２Ｆ－５(医       1)一 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6102141,000.0 堀内医院 〒258-0019 0465-82-1301堀内　俊満 堀内　俊満 平26. 1. 1内   ひ   皮  診療所
     足上医1000 足柄上郡大井町金子８４９－１ 常　勤:    2 交代 循内 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6103140,059.7 松田町国民健康保険診〒258-0001 0465-89-2119松田町長 山田　泰海 平元. 4.11内   小   外  診療所
     足上医59 療所 足柄上郡松田町寄２５３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22. 4.11
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6104140,061.3 秀成堂鈴木医院 〒258-0003 0465-82-0025鈴木　善郎 鈴木　善郎 昭62.10. 5小   診療所
     足上医61 足柄上郡松田町松田惣領１９３１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6105140,103.3 医療法人社団　佐藤内〒258-0003 0465-82-0565医療法人社団　佐藤内佐藤　弘樹 平元. 8. 1内   他   診療所
     足上医103 科医院 足柄上郡松田町松田惣領１３３３常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 現存
     (医       1)　弘樹 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6106140,106.6 医療法人社団　田村小〒258-0004 0465-82-1710医療法人社団田村小児田村　秀一 平 5. 8.20小   診療所
     足上医106 児科医院 足柄上郡松田町松田庶子１５３２常　勤:    1科医院　理事長　田村 移動 現存
     (医       1)　秀一 平23. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6107140,112.4 安藤眼科医院 〒258-0003 0465-83-4545医療法人社団安藤眼科安藤　德彦 平 2.12. 1眼   診療所
     足上医112 足柄上郡松田町松田惣領９９５－常　勤:    3医院　理事長　安藤　 現存
     １ (医       3)浩 平23.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6108140,114.0 まごころ内科整形外科〒258-0003 0465-83-1789能見　義夫 能見　義夫 平13. 5. 7内   整外 リハ診療所
     足上医114 クリニック 足柄上郡松田町松田惣領９９２－常　勤:    1 移動 現存
     １－３Ｆ (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6109140,138.9 山田内科医院 〒258-0004 0465-83-0061山田　純一 山田　純一 平19.12.10内   小   診療所
     足上医138 足柄上郡松田町松田庶子１５４３常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6110140,150.4 神奈川県立足柄上病院〒258-0003 0465-83-0351地方独立行政法人神奈山本　裕司 平22. 4. 1一般       290病院
     足上医150 足柄上郡松田町松田惣領８６６－常　勤:   50川県立病院機構　理事 交代 その他       6現存
     １ (医      50)長　土屋　了介 平22. 4. 1内   精   神内
     非常勤:   17 小   外   整外
     (医      17) 形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
     循内　消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6111140,153.8 あしがらクリニック 〒258-0003 0465-82-2555公益財団法人積善会　足立　嘉樹 平24. 4. 1精   心内 診療所
     足上医153 足柄上郡松田町松田惣領１８８６常　勤:    1理事長　長谷川　隆三 交代 現存
     －５ (医       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6112141,001.8 にしこうり形成外科・〒258-0003 0465-44-4906錦織　岳史 錦織　岳史 平26.10. 1形外 皮   診療所
     足上医1001 皮ふ科 足柄上郡松田町松田惣領１１９６常　勤:    2 新規 現存
     －１クレ　ドゥ　レスポワール　(医       2) 平26.10. 1
     １Ａ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6113140,120.7 山北町立山北診療所 〒258-0115 0465-77-2281山北町長 濵田　俊之 平 8. 4.15内   小   外  診療所
     足上医120 足柄上郡山北町谷ケ１０１８－２常　勤:    2 新規 現存
     ０ (医       2) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6114140,121.5 おおり医院 〒258-0113 0465-75-0056医療法人社団　恵風会大利　昌久 平 8.11. 1一般        19診療所
     足上医121 足柄上郡山北町山北１９２ 常　勤:    2　理事長　大利　昌久 組織変更 内   消   循  現存
     (医       2) 平23.11. 1小   外   皮  
     非常勤:    1 リハ 整外 麻  
     (医       1) 脳外 心内 神  
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 6115140,122.3 医療法人　能清会　飛〒258-0111 0465-75-1717医療法人　能清会　飛飛騨　康則 平 9. 4. 1内   小   外  診療所
     足上医122 彈クリニック 足柄上郡山北町向原１５０ 常　勤:    1騨クリニック　理事長 組織変更 皮   現存
     (医       1)　飛騨　康則 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6116140,147.0 ねもと総合内科クリニ〒258-0113 0465-75-0095根本　佳和 根本　佳和 平22. 1. 1内   小   診療所
     足上医147 ック 足柄上郡山北町山北７１１－３２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6117140,069.6 吉原医院 〒258-0021 0465-82-3300吉原　林 吉原　林 昭45. 6.15内   精   神  診療所
     足上医69 足柄上郡開成町吉田島１１５６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6118140,098.5 医療法人陽風会　高台〒258-0028 0465-83-5015医療法人陽風会高台病北原　信夫 昭62. 2. 1療養       310病院
     (146,098.9) 病院 足柄上郡開成町金井島１９８３ 常　勤:    4院　理事長　北原　信 内   リハ 歯  現存
     足上医98 (医       4)夫 平23. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6119140,104.1 医療法人社団　大熊整〒258-0026 0465-82-6393医療法人社団　大熊整大熊　正彦 平24.12. 1整外 診療所
     足上医104 形外科 足柄上郡開成町延沢７７８－１ 常　勤:    2形外科　理事長　大熊 移動 現存
     (医       2)　正彦 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6120140,105.8 医療法人社団　遠藤耳〒258-0021 0465-82-3536医療法人社団　遠藤耳遠藤　圭介 平13. 4. 2耳い 診療所
     足上医105 鼻咽喉科医院 足柄上郡開成町吉田島４３６４－常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移動 現存
     ４ (医       1)　遠藤　圭介 平25. 4. 2
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6121140,118.1 武尾眼科医院 〒258-0021 0465-83-6171武尾　喜久代 武尾　喜久代 平 6.10. 1眼   診療所
     足上医118 足柄上郡開成町吉田島４０１９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6122140,127.2 樹医院 〒258-0023 0465-85-1111医療法人社団　陽康会杉森　忠貫 平15.10. 1外   内   脳外診療所
     足上医127 足柄上郡開成町吉田島４３２０－常　勤:    1　理事長　杉森　忠貫 移動 整外 麻   現存
     ２ (医       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6123140,129.8 松元医院 〒258-0021 0465-82-0845松元　淳一 松元　淳一 平13. 6. 2内   小   診療所
     足上医129 足柄上郡開成町吉田島４０８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6124140,134.8 岡部医院 〒258-0021 0465-82-5569岡部　元彦 岡部　元彦 平16. 4.28小   内   循  診療所
     足上医134 足柄上郡開成町吉田島２８１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平22. 4.28
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 6125140,136.3 医療法人　 友会　白〒258-0022 0465-82-0890医療法人 友会　理事玉山　容碩 平18. 6. 1内   リウ 外  診療所
     足上医136 医院 足柄上郡開成町牛島２７０ 常　勤:    2長　玉山　容碩 組織変更 他   現存
     (医       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6126140,137.1 足柄上地区休日急患診〒258-0021 0465-83-1800足柄上衛生組合　組合山田　純一 平18. 9. 1内   小   診療所
     足上医137 療所 足柄上郡開成町吉田島５８０ 常　勤:    2長　加藤　修平 交代 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6127140,148.8 おひさまクリニック 〒258-0026 0465-85-3228医療法人　おひさま会土器　潔 平22. 1. 1内   外   診療所
     足上医148 足柄上郡開成町延沢字中川原６９常　勤:    1　理事長　山口　高秀 交代 現存
     ５－１ (医       1) 平22. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6128140,154.6 眼科さくらクリニック〒258-0026 0465-43-6885医療法人さくらメディ笠木　靖夫 平25. 5. 1眼   診療所
     足上医154 足柄上郡開成町延沢８６６－１ 常　勤:    1カルサイエンス　理事 交代 現存
     (医       1)長　笠木　靖夫 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6129141,002.6 樹こどもクリニック 〒258-0021 0465-85-1112医療法人社団陽康会　杉森　美代子 平26.10. 1小   内   診療所
     足上医1002 足柄上郡開成町吉田島４３２０－常　勤:    1理事長　杉森　忠貫 移動 現存
     ２　３Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6130141,003.4 開成駅光クリニック 〒258-0021 0465-83-2701上石　光 上石　光 平26.11. 1産婦 内   診療所
     足上医1003 足柄上郡開成町吉田島４３５１－常　勤:    1 新規 現存
     ９藤与駅前ビル４Ｆ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6131150,033.9 武田医院 〒250-0404 0460-82-2776武田　信雄 武田　信雄 昭34. 5. 1内   小   診療所
     足下医33 足柄下郡箱根町宮ノ下字石原２７常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6132150,058.6 医療法人社団一陽会　〒250-0631 0460-84-9111医療法人社団　一陽会大澤　仁 昭45. 6. 1療養       152病院
     足下医58 箱根リハビリテーショ足柄下郡箱根町仙石原１２８５ 常　勤:    3　理事長　山田　禎一 介護        40現存
     ン病院 (医       3) 平24. 6. 1内   神内 リハ
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6133150,065.1 箱根医院 〒250-0311 0460-85-5200友保　敏 友保　敏 昭50. 7.15胃   外   整外診療所
     足下医65 足柄下郡箱根町湯本８１ 常　勤:    1 リハ 放   現存
     (医       1) 平23. 7.15
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 6134150,079.2 尾泉内科医院 〒250-0401 0460-82-2423尾泉　博 尾泉　博 昭62.12. 1内   小   リハ診療所
     足下医79 足柄下郡箱根町宮城野６２２ 皮   現存
     平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6135150,084.2 医療法人社団　仙石原〒250-0631 0460-84-8295医療法人社団仙石原永永井　昇 平元.11. 1内   外   皮  診療所
     足下医84 永井医院 足柄下郡箱根町仙石原９８４ 常　勤:    1井医院　理事長　永井 整外 リハ 他  現存
     (医       1)　昇 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6136150,085.9 土屋医院 〒250-0311 0460-85-5034医療法人社団　土屋医土屋　眞 平 3. 2. 1内   小   診療所
     足下医85 足柄下郡箱根町湯本６１３ 常　勤:    1院　理事長　土屋　眞 現存
     (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6137150,093.3 郷医院箱根小涌園診療〒250-0407 0460-82-2672郷　辰彦 郷　辰彦 平 9. 7. 1内   小   リハ診療所
     足下医93 所 足柄下郡箱根町二ノ平１２７４－常　勤:    1 交代 現存
     ８４ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6138150,103.0 医療法人財団玉川会　〒250-0408 0460-82-1531医療法人財団玉川会　新田　和男 平16.10. 1内   心内 診療所
     足下医103 箱根強羅クリニック 足柄下郡箱根町強羅１３２０－１常　勤:    1理事長　鈴木　清志 組織変更 現存
     ２５７ (医       1) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6139150,104.8 仙石原クリニック 〒250-0631 0460-4-7622 渡邉　攻 渡邉　攻 平18. 9. 1内   外   診療所
     足下医104 足柄下郡箱根町仙石原１２４５－常　勤:    1 移動 現存
     ６５８シャトージャスパー３０１(医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6140150,107.1 箱根老人ホーム医務室〒250-0401 0460-87-0052社会福祉法人　神奈川友保　敏 平18. 4. 1内   外   診療所
     足下医107 足柄下郡箱根町宮城野５８ 常　勤:    1県社会福祉事業団　理 交代 現存
     (医       1)事長　芦澤　敏夫 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6141150,117.0 元箱根木村医院 〒250-0522 0460-85-1117木村　俊一 木村　俊一 平23. 5. 1内   小   外  診療所
     足下医117 足柄下郡箱根町元箱根６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6142150,006.5 真鶴町国民健康保険診〒259-0201 0465-68-2191真鶴町長 若杉　尋 平11. 7. 5一般        11診療所
     足下医5 療所 足柄下郡真鶴町真鶴４７５－１ 常　勤:    1 移動 療養         4現存
     (医       1) 平23. 7. 5内   外   小  
     非常勤:    1 整外 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6143150,116.2 朝倉医院 〒259-0202 0465-68-0700朝倉　一郎 朝倉　一郎 平23. 3. 1内   診療所
     足下医116 足柄下郡真鶴町岩１４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6144150,001.6 独立行政法人　地域医〒259-0314 0465-63-2211独立行政法人　地域医高取　吉雄 昭32. 7. 1一般       244病院
     足下医1 療機能推進機構　湯河足柄下郡湯河原町宮上４３８ 常　勤:   19療機能推進機構　理事 整外 リウ 形外現存
     原病院 (医      19)長　尾身　茂 平23. 7. 1外   脳外 リハ
     内   皮   眼  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6145150,039.6 一般財団法人生活保健〒259-0301 0465-63-2555一般財団法人生活保健薄井　逸明 昭39. 7.15療養       279病院
     足下医39 協会　湯河原中央温泉足柄下郡湯河原町中央４－１１－常　勤:    5協会　理事長　青木　 介護        66療養病床
     病院 ２ (医       5)通泰 平24. 7.15内   現存
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6146150,054.5 湯河原胃腸病院 〒259-0303 0465-62-7181医療法人社団中山会　遠藤　健 昭44. 3.25一般        58病院
     足下医54 足柄下郡湯河原町土肥４－３－１常　勤:    4理事長　依田　勇二 介護        50療養病床
     (医       4) 平23. 3.25胃   外   内  現存
     非常勤:    2 こう 麻   皮  
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6147150,072.7 湯河原ゆうゆうの里診〒259-0312 0465-60-1000一般財団法人日本老人山口　寛 昭58. 9. 1一般         9診療所
     足下医72 療所 足柄下郡湯河原町吉浜１８５５ 常　勤:    1福祉財団　理事長　青 内   精   現存
     (医       1)木　雅人 平22. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6148150,075.0 ナガタ眼科 〒259-0303 0465-63-6400永田　黄 永田　黄 昭61. 8. 1眼   診療所
     足下医75 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6149150,076.8 医療法人邦友会　湯河〒259-0303 0465-62-5551医療法人邦友会　理事松下　肇顯 昭61.10. 1循   診療所
     足下医76 原循環器クリニック 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１常　勤:    1長　二宮　健次 現存
     ０ (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6150150,081.8 医療法人社団　草柳小〒259-0303 0465-63-4600医療法人社団草柳小児草柳　哲生 平元. 7. 1小   診療所
     足下医81 児科医院 足柄下郡湯河原町土肥２－５－６常　勤:    1科医院　理事長　草柳 現存
     (医       1)　哲生 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6151150,082.6 医療法人社団　山口外〒259-0313 0465-62-7131医療法人社団　山口外山口　浩彦 平元.10. 2一般         1診療所
     足下医82 科医院 足柄下郡湯河原町鍛冶屋１９３ 常　勤:    1科医院　理事長　山口 胃   外   皮  現存
     (医       1)　浩彦 平22.10. 2こう 
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 6152150,083.4 医療法人社団　川﨑内〒259-0301 0465-63-3605医療法人社団川﨑内科川﨑　龍一 平元.11. 1内   循   小  診療所
     足下医83 科医院 足柄下郡湯河原町中央１－１１－常　勤:    2医院　理事長　川﨑　 現存
     ５ (医       2)龍一 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6153150,089.1 後藤耳鼻咽喉科クリニ〒259-0301 0465-62-8777後藤　領 後藤　領 平 8. 1.15耳い 診療所
     足下医89 ック 足柄下郡湯河原町中央２－５－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6154150,091.7 医療法人社団　恵泉会〒259-0303 0465-64-0632医療法人社団　恵泉会真鍋　卓容 平20. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     足下医91 　ゆが原整形クリニッ足柄下郡湯河原町土肥４－１－２常　勤:    1　理事長　真鍋　卓容 移動 内   現存
     ク ３ (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6155150,092.5 耳鼻咽喉科　北澤医院〒259-0303 0465-62-4133北澤　秀行 北澤　秀行 平 8. 8.15耳い 診療所
     足下医92 足柄下郡湯河原町土肥２－７－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6156150,098.2 中川整形外科医院 〒259-0301 0465-63-5620医療法人社団　中川整中川　道彦 平11. 7. 1整外 リハ 診療所
     足下医98 足柄下郡湯河原町中央２－１３－常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     ３ (医       1)中川　道彦 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6157150,100.6 こまつクリニック 〒259-0314 0465-60-1415医療法人社団　こまつ小松　孝義 平12. 7. 1胃   内   こう診療所
     足下医100 足柄下郡湯河原町宮上５０－８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 外   小   現存
     (医       1)小松　孝義 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6158150,101.4 川越内科クリニック 〒259-0303 0465-60-3830川越　三洋 川越　三洋 平14. 6. 1内   診療所
     足下医101 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ０一福堂第ニビル４Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6159150,105.5 山﨑小児科医院 〒259-0303 0465-62-7361伊東　香 伊東　香 平17. 1.26小   診療所
     足下医105 足柄下郡湯河原町土肥１－１４－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平23. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6160150,106.3 内藤皮ふ科 〒259-0303 0465-60-0808内藤　静夫 内藤　静夫 平18. 4.15皮   診療所
     足下医106 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ０一福堂第二ビル２Ｆ (医       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6161150,108.9 五十子内科医院 〒259-0303 0465-62-3475医療法人社団　健愛会五十子　高壽 平19. 5. 1内   消   診療所
     足下医108 足柄下郡湯河原町土肥２－１３－常　勤:    1　理事長　五十子　高 組織変更 現存
     １９ (医       1)壽 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6162150,112.1 ＹＫいわさきクリニッ〒259-0301 0465-60-0788岩﨑　洋 岩﨑　洋 平20. 6.15内   アレ 他  診療所
     足下医112 ク 足柄下郡湯河原町中央１－２２－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6163150,118.8 くりはら眼科 〒259-0302 0465-60-4040医療法人　遥波会　理栗原　崇 平24. 5. 1眼   診療所
     足下医118 足柄下郡湯河原町門川４４１－１常　勤:    1事長　栗原　崇 交代 現存
     ジャンボー湯河原１Ｆ (医       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6164150,120.4 湯河原クリニック 〒259-0312 0465-43-8750医療法人社団湘南中央大村　賢治 平26. 2. 1内   診療所
     足下医120 足柄下郡湯河原町吉浜１９１７－常　勤:    1会　理事長　山下　功 移動 現存
     １ (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6165151,000.7 湯河原ホームクリニッ〒259-0303 0465-43-9631医療法人社団　芳雄会出光　豊明 平25.11. 1内   診療所
     足下医1000 ク 足柄下郡湯河原町土肥３－８－１常　勤:    1　理事長　出光　豊明 交代 現存
     パークヴィラ湯河原１０１ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6166160,019.6 岡本医院 〒243-0307 0462-81-0114岡本　六蔵 岡本　六蔵 昭48.11.17一般         6診療所
     愛医19 愛甲郡愛川町半原４４３１ 常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平24.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6167160,027.9 関根医院 〒243-0301 046-286-5431医療法人社団関根医院関根　富佐夫 平 3. 7. 1内   小   診療所
     愛医27 愛甲郡愛川町角田１３４５－１ 常　勤:    1　理事長　関根　富佐 現存
     (医       1)夫 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6168160,028.7 中村整形外科 〒243-0301 046-286-7400中村　和久 中村　和久 平14.11.21整外 リハ 診療所
     愛医28 愛甲郡愛川町角田１５７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6169160,029.5 和田整形外科医院 〒243-0301 0462-86-7751和田　佳彦 和田　佳彦 平 6. 9. 1整外 リハ 診療所
     愛医29 愛甲郡愛川町角田２３０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6170160,031.1 熊坂外科呼吸器科医院〒243-0303 0462-85-1139医療法人　謙心会　理熊坂　俊郎 平 8.11. 1外   呼   内  診療所
     愛医31 愛甲郡愛川町中津７４１７ 常　勤:    2事長　熊坂　俊郎 組織変更 現存
     (医       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6171160,032.9 和田医院 〒243-0306 0462-81-3688和田　源司 和田　源司 平10. 6. 1内   呼   診療所
     愛医32 愛甲郡愛川町田代１０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平22. 6. 1
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 6172160,034.5 ユノクリニック 〒243-0303 046-284-2111新藤　裕実子 新藤　裕実子 平11. 8.15眼   内   循  診療所
     愛医34 愛甲郡愛川町中津８１８－１ 常　勤:    2 新規 婦   現存
     (医       2) 平23. 8.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6173160,035.2 河野内科医院 〒243-0301 046-286-7700河野　莞爾 河野　莞爾 平12. 7. 1内   呼   循  診療所
     愛医35 愛甲郡愛川町角田２７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6174160,039.4 医療法人社団明寿会　〒243-0303 046-285-8801医療法人社団　明寿会熊谷　博彰 平15. 6. 1内   皮   アレ診療所
     愛医39 平和クリニック 愛甲郡愛川町中津１７０９ 常　勤:    1　理事長　田原　道直 組織変更 整外 外   他  現存
     (医       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6175160,040.2 さくらクリニック 〒243-0303 046-284-1002熊坂　英雄 熊坂　英雄 平17. 3.15内   呼   外  診療所
     愛医40 愛甲郡愛川町中津１８１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6176160,041.0 石井医院 〒243-0307 046-281-2105石井　紀行 石井　紀行 平18. 4. 1内   精   外  診療所
     愛医41 愛甲郡愛川町半原２２６６－１ 常　勤:    2 交代 胃   こう 神  現存
     (医       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6177160,042.8 あいはら耳鼻咽喉科 〒243-0303 046-285-7701医療法人社団　あいは相原　均 平18. 5. 1耳い 診療所
     愛医42 愛甲郡愛川町中津１４７１長嶋ビ常　勤:    1ら耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     ル１階１号室 (医       1)　相原　均 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6178160,046.9 愛川北部病院 〒243-0301 046-284-2121医療法人社団　福寿会伊藤　忠弘 平21. 5. 1一般       100病院
     愛医46 愛甲郡愛川町角田２８１－１ 常　勤:    9　理事長　伊藤　忠弘 移動 療養        50現存
     (医       9) 平21. 5. 1内   外   整外
     非常勤:   29 耳い ひ   神内
     (医      29) 皮   形外 リハ
     リウ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6179160,048.5 八木クリニック 〒243-0307 046-280-1888医療法人　健心会　理八木　健太郎 平22. 5. 1内   外   リハ診療所
     愛医48 愛甲郡愛川町半原２７２４－１ 常　勤:    1事長　八木　健太郎 交代 他   現存
     (医       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6180160,049.3 あいかわ皮ふ科 〒243-0303 046-285-8536医療法人社団　健宏会渡邉　宏数 平24. 8. 1皮   アレ 診療所
     愛医49 愛甲郡愛川町中津９７３－２ 常　勤:    1　理事長　渡邉　宏数 交代 小皮 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6181160,050.1 愛川クリニック 〒243-0303 046-284-5225社会医療法人社団　三菅野　勝寛 平25. 1. 1内   他   診療所
     愛医50 愛甲郡愛川町中津２０３５－１ 常　勤:    1思会　理事長　中　佳 新規 現存
     (医       1)一 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6182161,000.5 愛川つつじ内科 〒243-0303 046-284-3838足立　博紀 足立　博紀 平26. 7.14内   診療所
     愛医1000 愛甲郡愛川町中津３３９４－１ 常　勤:    1 新規 糖・代内　内泌現存
     (医       1) 平26. 7.14内　漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6183160,024.6 清川村宮ケ瀬診療所 〒243-0111 046-288-1291清川村長 匹田　貴雅 昭60.10.15内   診療所
     愛医24 愛甲郡清川村宮ケ瀬９７１－５３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6184160,030.3 医療法人社団　増田厚〒243-0112 046-288-1511医療法人社団　増田厚岩元　誠 平 7. 2. 1精神       325病院
     愛医30 生会　清川遠寿病院 愛甲郡清川村煤ケ谷３４１４ 常　勤:    4生会　理事長　増田　 組織変更 精   内   神内現存
     (医       4)直樹 平22. 2. 1神   
     非常勤:    8
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6185980,010.3 神奈川県立煤ケ谷診療〒243-0112 0462-88-1352神奈川県知事 鈴木　仁一 昭63. 1.25内   小   外  診療所
     愛医10 所 愛甲郡清川村煤ケ谷１７０６ 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平24. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


