
区別 町別 医療機関名 診療科目 住　　　　　所 電話番号

生麦五丁目 川端こどもクリニック 小、アレ、内 生麦5-21-16 505-6670

岡本こどもクリニック 小、アレ、内 豊岡町7-7　鶴見駅西口医療ビル1階 570-0377

ハートクリニック 内、精神、心内、皮 豊岡町11-15　A101 580-1021

本宮眼科内科医院 内、循、眼 豊岡町17-19　大倉ビル2階 581-4489

津崎小児科 小、アレ 豊岡町38-32　ウエスティングハウスⅢ101 583-1121

馬場七丁目 古賀クリニック 内、小、放、リハ 馬場7-30-1 582-0261

鶴見中央一丁目 川口クリニック 内、消、胃腸、外、皮 鶴見中央1-15-15　ロワール鶴見1階 508-0089

鶴見中央三丁目 渡部クリニック 内、呼、小、アレ、皮 鶴見中央3-19-11 506-3657

鶴見中央四丁目 さなだ医院 内、 鶴見中央4-2-3 501-1117

鶴見中央五丁目 ひのわクリニック鶴見 内、循 鶴見中央5-14-25　エミネンス富士小堀ビル1階 717-8321

新子安一丁目 アーチクリニック 内、呼、訪問診療 新子安1-9-17　東陽ビル302 718-6539

大口仲町 有田内科クリニック 内、呼、消、循、小 大口仲町60-1　グレース塩谷1階 423-8813

大口通 くにひろクリニック 内、消、胃腸、アレ、外、婦、肛門 大口通56-5　大口メディカルセンター2階 432-8877

七島町 おおぐり医院 内、消、循、小 七島町127-9 430-1105

白幡向町 さかきばらクリニック 内、胃、循、肛 白幡向町6-29 435-1961

立町 はまかぜ診療所 内、在宅 立町6-1　ANNI横浜EAST6階 716-6600

西神奈川一丁目 まつしま内科クリニック 内、消、小、リハ、精 西神奈川 1-5-2  ナイスアーバン東神奈川 1階 438-3477

西神奈川二丁目 吉尾クリニック 内、呼、胃、外、皮、精、心内、肛、麻、リハ 西神奈川2-6-8　アキラクワトロ1階 433-3133

二ツ谷町 いわた内科クリニック 内、循 二ツ谷町6-3　雷鳴堂ビル2階 317-8166

台町 よこはまにしかげ小児科・アレルギー科 小、アレ 台町15-1　横浜西口ＫＳビル1階 323-5115

ねぎしクリニック 精、神、神内 鶴屋町2-22-3　伊藤ビル3階 311-9661

横浜西口菅原皮膚科 皮 鶴屋町2-24-1　谷川ビル3階 324-1281

横浜心療クリニック 精、心内 鶴屋町3-28-5-2階 311-9565

神奈川歯科大学附属横浜クリニック 内、外、眼、耳、皮、歯、歯科口腔外科 鶴屋町3-31-6 313-0007

横浜ＨＡＲＴクリニック 婦 鶴屋町3-32-13　第2安田ビル7階 620-5731

ベイクォーター眼科 眼 金港町1-10　ベイクォーター4階 451-0775

横浜脳神経内科 神内 金港町3-1　コンカード横浜1階 620-8920

横浜ソーワクリニック 内、呼、消、循、神内、糖尿病、乳外 金港町3-1　コンカード横浜20階 461-1230

港町診療所 内、神、外、整、産、婦 金港町7-6　港湾労働者福祉センター内 453-3673

栄町 井関医院 内、消、胃腸、外、皮 栄町6-1　ヨコハマポートサイドロア弐番館1階 451-6864

橋本町 横浜みなとメディカルクリニック 内、消、胃腸、外、皮 栄町6-1　ヨコハマポートサイドロア弐番館1階 451-6864

中崎クリニック 内、小、脳、ﾘﾊ 大野町1-25　横浜ポートサイドプレイス3階 450-7730

医療法人社団ビバリータ　ポートサイド女性総合クリニック 婦、女性心内、美容内科、女性内科 大野町1-25 440-5577

さいとうクリニック 内、精、神 反町3-22-4 320-2001

ひまわりクリニック 神、精、産婦 反町3-23-2 320-2002

野村皮膚科医院 皮 反町4-27-14　チャリオタワー2階 328-1377

反町耳鼻咽喉科 耳 反町4-27-16　スリーハーツビル2階 317-4187

松本町 福永クリニック 内、消、循 松本町1-3-45 321-6321

にしかわ医院 内、小、外、皮 三ツ沢下町11-7　三ツ沢クリニックプラザ2階 290-8188

赤尾内科クリニック 内、小、外、皮 三ツ沢下町11-22 548-3163

的野ウイメンズクリニック 産、婦、麻、ペイン 六角橋1-6-14　白楽メディカルセンター4階 435-1107

はくらく耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 耳、アレ 六角橋1-6-14 633-1984

やました泌尿器科・皮フ科クリニック 皮・泌・在宅 六角橋1-13-1ビッグ・ライズビル六角橋1階 439-2022

神大寺一丁目 神大寺ホームケアクリニック 内 神大寺1-11-12 548-5166

片倉一丁目 福澤クリニック 内、胃、肛、外、小、皮、婦 片倉1-9-3　まるあビル1階 488-5123

新町 神奈川診療所 内、精、整、小、神、外、皮、婦 新町15-6 441-0225

浦島町 杉田クリニック 内、外 浦島町4-1 450-5550

最戸一丁目 上大岡TMクリニック 内、消、胃、外、肛 最戸1-7-15 711-1120

最戸二丁目 大倉クリニック 内、外、胃、整、リハ 最戸2-15-42　上大岡グリーンハイツB105 741-9970

大久保一丁目 岩泉産婦人科 産婦 大久保1-15-10 842-3565

栗原医院 内、外、皮、リハ 大久保2-7-19 842-9066

やはぎクリニック 内、整、麻 大久保2-12-16　第１笠原ビル1階 840-6202

大久保三丁目 さつき台診療所 内、循、アレ、外、皮、乳外 大久保3-39-6 845-2681

港南二丁目 港南中央医院 内、消、外、整、皮 港南2-2-14 842-3166

港南中央通 中央通クリニック 内、消、呼、循 港南中央通13-24 843-9927

てらおか内科消化器クリニック 内、消、胃 日野5-3-4 353-5355

みずほクリニック 内、泌 日野7-3-30 846-9955

野庭町 善利クリニック 内、消、胃腸、小、アレ、外、皮、肛門 野庭町146-1 849-1080

下永谷二丁目 ないとうクリニック 内、胃、循、外、呼 下永谷2-28-17 828-7110

下永谷五丁目 介護老人保健施設　すこやか - 下永谷5-81-18 821-6600

上大岡東一丁目 浅井耳鼻咽喉科医院 耳 上大岡東1-11-32 842-0596

あまがいメンタルクリニック 精、神経、心療 上大岡西1-4-20　喜多見ビル3階 845-3230

桜井医院 内、胃、循、腎 上大岡西1-6-1　京急百貨店6階 842-1690

上大岡仁正クリニック 内、循、腎、透析 上大岡西1-10-1 844-5739

神奈川区

港南区

上大岡西一丁目

日野五丁目

大久保二丁目

四区以外登録医療機関一覧（令和元年6月10日現在）※受診等でこの情報をご利用される場合、予め該当施設にお問い合わせ下さい。

鶴見区

豊岡町

反町

六角橋一丁目

鶴屋町

金港町

大野町

三ツ沢下町

         こちらからもご確認ください

　　　　
           4区以外登録医

http://www.ne.jp/asahi/kawabata/kodomo-clinic/
http://www.kakarituke.net/okamotokodomo/
https://www.htc1021.com/
https://fukuda-ganka.jp/
http://www.kirin-clinic.com/
https://www.e-oishasan.org/web/index.html
http://kawaguchiclinic.com/
http://watanabeclinic.or.jp/
https://www.sanada-iin.com/
http://www.hinowa-clinic.com/
https://arch-clinic.com/
http://www.aricli.com/
http://www.kunihiro-clinic.com/blog/clinicnews/
http://www.ooguriiin.jp/
http://www.sakakibara-clinic.or.jp/
http://www.hamakaze.org/
http://www.yoshioclinic.com/
http://www.iwata-cl.com/
http://yokohama-nishikage.clinic/
http://www.negisi.com/index.html
http://www.ys-clinic.jp/
http://www.hama.kdu.ac.jp/
http://yokohama-hart.jp/
http://www.bayquarter-ganka.com/
http://neuroassociates.jp/
http://www.sowa.or.jp/yokohama/
http://isekiiin.webmedipr.jp/
http://soushinkai.jp/yokohama/soushinkai/
http://www.nakazaki-cl.com/
http://www.vivalita.com/
http://www.saitoh-clinic.jp/
http://www.tanmachi-himawari.jp/index.html
http://www005.upp.so-net.ne.jp/windy/
http://www.tammachi-jibika.com/
http://nishikawacl.com/
http://akaoclinic.com/
https://www.matono-womens.com/
http://yamashita-cl.byoinnavi.jp/pc/
http://kandaijihc.com/
http://fukuzawacl.com/
http://www.kanashin.or.jp/
http://www.sugita-clinic.or.jp/
http://k-tmclinic.com/
http://ohkuraclinic.com/
http://iwaizumi.fem.jp/
http://www.kurihara-iin.com/
http://satsukidai.net/
http://www.kakarituke.net/chuodori/
http://www.teraoka-clinic.jp/
http://shuhokai.or.jp/mizuho-clinic/
http://www.zenri-clinic.com/
http://www.ikeikai.com/sp/index.html
http://www.asai-ent.jp/
http://www.amagai-mental.com/
http://www.kousai.or.jp/kamiohoka/


宮川医院 内、小 上大岡西1-12-17 842-0978

カミオクリニック 精、心内 上大岡西1-15-1-402 374-5030

ヒルサイドクリニック 精、心内 上大岡西1-16-19　上大岡エントランスビル3階 849-2550

畠山クリニック 内、外、胃腸、肛、麻 上大岡西1-16-19　上大岡エントランスビル2階 848-2525

イムラック泌尿器科 泌 上大岡西1-19-17　ロッキーイケダ第2ビル4階 845-9620

上大岡耳鼻咽喉科クリニック 耳 上大岡西1-19-18　長瀬ビル1階 848-3341

岡内科クリニック 内 上大岡西1-19-18　長瀬ビル3階 841-0133

片山こどもクリニック 小 上大岡2-3-6 844-7577

医療法人健生会　朝倉クリニック 内 上大岡西2-13-16 842-0385

笹下三丁目 奈良こうすけ診療所 内、胃、小 笹下3-11-14　クリニックビル1階 842-6701

上永谷クリニック 透析 丸山台1-11-1　上永谷ビル3階 842-0261

上永谷さいとうクリニック 内、透 丸山台1-2-1　京急シティ上永谷L-ウィング2階 849-1125

せいの内科・内視鏡クリニック 内、消 丸山台1-5-7　上永谷医療ビル4階 844-8000

港南ひだまりペインクリニック 麻 丸山台1-13-7　ベルセブン4階 353-5525

丸山台二丁目 白土クリニック 内、消、小 丸山台2-18-5　ニートビル1階 846-0124

港南台一丁目 ふくお小児科・アレルギー科 内、心内、小、アレ 港南台1-48-7 833-7737

横浜南クリニック 内（透析) 港南台3-3-1　241ビル2階 834-2224

やまさわメンタルクリニック 精、神 港南台3-3-1港南台214ﾋﾞﾙ2階 831-1033

ホームケアクリニック横浜港南 内、精、皮、泌 港南台3-17-12　ルミナスシティー港南台1階 832-5433

やまばと内科呼吸器クリニック 内、呼、アレ 港南台4-20-2 836-3050

横浜グリーンクリニック 内、循、外、心外 港南台4-22-9　パークハウス港南台1階 830-6801

岡田眼科 眼 港南台5-5-22 832-0808

堀内整形外科 整、外 港南台5-6-34 831-6911

横浜リウマチ・内科クリニック 内、リウ、アレ 港南台5-23-30-3階 830-5387

岩井町 すずきクリニック 神、精、心内、神内 岩井町32　柏木ビル2階 335-1800

権太坂一丁目 川村クリニック 内、呼、消、循 権太坂1-52-14 742-1010

今井町 ゆう在宅クリニック 内、泌 今井町827-3 351-0063

浅井皮膚科クリニック 皮 帷子町1-14 334-3412

足立医院 内、小 帷子町1-16 331-7233

増田泌尿器科 泌 帷子町1-30-1クボタビル　2階 340-2667

横浜保土ヶ谷クリニック 内、精神、在宅 帷子町1-44　カサハラビル5階 461-9749

西久保町 保土ヶ谷在宅クリニック 内、緩 西久保町53　植木ビル2階 342-0881

たまの心のクリニック 心内、精 岩間町1-7-2　天王町ビル2階 340-2560

天王町皮フ科 内、小、皮、リハ 岩間町1-7-2　天王町ビル302 336-1075

大和田医院 内 岩間町2-144 331-0037

坂本町 三省堂内科クリニック 内 坂本町68-19　ハイツシャム1階 340-1815

横山医院在宅・緩和クリニック 内、呼、消、胃、循、神、精、心内、小、婦、耳、皮、泌、緩、腫瘍 上星川3-2-24　丸宮薬品クリニックビル2階 465-6393

篠崎医院 内、胃、外 上星川3-15-5 371-0038

浅野医院 内、循、小、放 西谷町866 371-3018

くろだ内科医院 内、呼、アレ 西谷町1055-1　吉田ビル1階 370-1101

保土ヶ谷北クリニック 内 西谷町1258-1 382-0321

くぬぎ台診療所 内、小 川島町1404-1-5 371-5278

中谷医院 内、循、小 川島町1485 373-5820

東川島診療所 内、小、精、心内、呼外、皮、リハ 東川島町15-6 373-9899

古川医院 内、小、リハ、放 東川島町20-19 381-0604

新桜ヶ丘一丁目 砂川医院 内、呼、消、循、小、放 新桜ヶ丘1-26-16 351-3111

新桜ヶ丘二丁目 新桜クリニック 内、小、皮 新桜ヶ丘2-24-12　2階 352-4482

保土ヶ谷こころのクリニック 心療、精 星川1-1-2　ダイゴプラザ1階 332-3328

小泉内科・胃腸科クリニック 内、消、循、小、アレ 星川1-4-5 331-3325

吉田クリニック 内、小、産婦、皮、リハ、放 星川1-15-20 341-2231

星川眼科クリニック 眼 星川2-4-1 336-3883

星川小児クリニック 小、アレ 星川2-4-1　ＳＦビル4階 336-2260

明神台 明神台クリニック 内、整、放、皮 明神台1-9 332-4178

川辺町 杉本皮膚科 皮 川辺町2-2　パイロットハウス星川B-108 333-4422

保土ヶ谷第一クリニック 透析 保土ヶ谷区天王町1-12-8　大日ビル1階 332-6282

天王町レディースクリニック 産、婦 天王町2-36-8　シレーナS　2階 442-6137

丸山医院 内、小、麻 天王町2-42-2　天王町団地 3-102 335-6799

宮田町 おやま内科消化器内科 内、消 宮田町1-5-10　高梨医療ビル2階 340-1351

横山医院 内、小、リウ、整、 峰岡町2-118 331-3296

みねおかクリニック 精神 峰岡町2-221-4 334-2211

和田一丁目 磯産婦人科医院 産婦 和田1-19-3 331-1111

常盤台 診療所スカイ 内、呼、消、循、小、外、リハ 常盤台84-2 348-2306

おざき小児科 小、アレ 仏向町121-2 348-4141

福田泌尿器科皮フ科クリニック 内、皮、泌 仏向町286　Ｋビル1階 340-3141

港南区

上大岡西一丁目

天王町

保土ヶ谷区

岩間町

仏向町

西谷町

港南台四丁目

星川二丁目

川島町

星川一丁目

帷子町

港南台三丁目

丸山台一丁目

東川島町

峰岡町

上星川三丁目

上大岡西二丁目

港南台五丁目

         こちらからもご確認ください
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http://www.camioclinic.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/hillside/pc/index.html
http://hatakeyama-clinic.jp/
http://clinics.jp/oka/naika/wordpress/
http://www.katayama-cc.com/
http://asakura-c.com/
http://www.toumonigaku.or.jp/
https://www.zenjinkai-group.jp/zenjinkai/clinic/kaminagaya/
http://saitouclinic.net/
http://seino.clinic/
http://www.kounanhidamari.com/
http://www.shirato-clinic.com/
http://fukuoclinic.com/
http://www.houshinkai.or.jp/minami/
http://www.yamasawa-mentalclinic.com/
http://www.homecare-cl.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/yamabato/pc/
http://yokohamagreen.jp/
http://www.okada-ganka.com/
http://yokohamagreen2.jp/
http://www.life-page.co.jp/town/suzuki-clinic/
http://www.kawamura-c.jp/
http://you-ohshin.biz/
http://www.asai-hifuka.com/
http://www.masuda-urol.jp/
http://yokohamahodogaya-clinic.com/
http://www.kowa-sakura.com/hodogaya/aisatsu.html
http://www.tamanokokoronoclinic.com/
https://asano.or.jp/
http://www.kuroda-naikaiin.com/
http://www.higashikawashima-cl.com/
http://www.shinsakura.jp/
http://www.kokoro-clinic.com/
http://www.hoshikawaganka.com/
http://home.k04.itscom.net/hskwcc/info4/top.html
http://www.myojindaiclinic.com/
https://www.zenjinkai-group.jp/zenjinkai/clinic/hodogaya/
http://tennocho-lc.com/
http://www.naikaoyama.net/
http://clinic-yokoyama.com/
http://www.mineoka-clinic.jp/
https://www.isosanfujinka.com/
http://izumikai-sky.or.jp/sinryo/
http://www.ozakisyounika.com/


琴寄医院 小、アレ 鶴ヶ峰1-13-2 373-6752

イアソクリニック 内、精、リウ、心内、美容外、産、婦、眼、皮 鶴ヶ峰1-27-3 371-0050

鶴ヶ峰二丁目 ひろ小児科クリニック 小 鶴ヶ峰2-5-16 953-1001

市沢町 新緑脳神経外科 呼、循、神内、整、脳外、リハ、放 市沢町574-1 355-3600

上白根町 ひかりが丘内科・在宅クリニック 内、在宅 上白根町891-18-7-101 489-9696

上白根一丁目 きくち医院 内、消、外、整、皮、肛門 上白根1-8-9 954-3234

笹野台 笹野台内科 内、消、循 笹野台1-56-2 363-5550

中沢一丁目 たまがわクリニック 内、神内、漢方 中沢1-46-7　二俣川クリニックモール3階 365-6677

二俣川１丁目 あすかい内科 内、呼 二俣川1-10-6 367-2226

二俣川２丁目 あおばクリニック 精 二俣川2-58-5　第2清水ハーモニビル2階 365-6305

東希望が丘 福田医院 内、小、皮 東希望が丘95-5 361-5433

中希望が丘 オカダ外科医院 消、外、皮、在宅 中希望が丘111 391-0456

金沢内科クリニック 内、呼、消、循、小、眼、リハ 谷津町341 787-0221

川畑内科クリニック 内、呼、消、循、アレ、小 谷津町343 791-3337

いとうファミリークリニック 小、消、内、アレ、皮 谷津町378 783-5769

泥亀二丁目 金沢皮膚科 皮 泥亀2-8-12　ライフモリ6-101 791-5510 

大川 金沢あおぞらクリニック 内、呼、消、循、整、アレ 大川7-6-125　レディアントシティカルティエ6 787-3331 

寺前一丁目 金沢文庫南クリニック 内、心外 寺前1-1-28 782-9500

千葉内科・消化器科 内、消、小、放 瀬戸3-45　八景メディカルビル4階 787-3300

ふじのクリニック 神内、脳 瀬戸3-45-201 787-3322 

江原小児科医院 小 並木1-14-2 773-8533 

並木小磯診療所 内、在宅 並木1-17-1　金沢センターシーサイド101 770-1191

長倉医院 内、呼、消、循 並木1-19-22 771-2500 

並木二丁目 はやしクリニック 内科、眼科 並木2-10-5 785-2000

大道二丁目 池川クリニック 内、産、婦 大道2-5-13 786-1122 

能見台二丁目 吉田整形外科 整 能見台2-20-2 775-1002

能見台三丁目 南横浜ホームケアクリニック 内、リハ 能見台3-15　ステイションピア能見台2階 780-3520

能見台四丁目 田村クリニック 内、外、胃、リハ 能見台4-4-22 784-2252

富岡東五丁目 堀内医院 内、循、呼 富岡東5-19-9 772-3591

富岡西一丁目 椿ケ丘医院 内、呼、消、循、小、放、リハ 富岡西1-35-15 771-7613 

樹診療所とみおか 精、神経、心内、在 冨岡西2-1-10 772-6780

たかさき内科 内、循 富岡西2-3-1　野本ビル1階 773-8001 

富岡西四丁目 石丸医院 内、小 富岡西4-6-6 772-3267 

富岡西五丁目 松瀬医院 内、小 富岡西5-5-14 773-0397 

富岡西六丁目 富岡西クリニック 胃、外、肛 富岡西6-15-5 778-2201 

能見台きづなクリニック 内、在宅 能見台通3-1　アサヒビル301 780-3270

関沢クリニック 内、胃腸、外、肛門 能見台通8-28 786-8852

岡本産婦人科医院 小、産婦 能見台通15-3 784-1703 

あい小児科アレルギー科 小、アレ、皮 能見台通24-8 787-3005 

金沢文庫エールクリニック 精、心内 釜利谷東2-10-6　金沢文庫パークホームズ102 790-1062

河本クリニック 内、神内、精 釜利谷東2-11-3　グレース金沢文庫 788-6603

浅井こどもクリニック 小、アレ 釜利谷東2-14-11　高野第2ビル2階 785-1152

平石耳鼻咽喉科医院 耳、気 釜利谷東2-16-36　池徳ビル2階 782-3494

和田耳鼻咽喉科 耳 釜利谷東2-21-22 788-3311

釜利谷東三丁目 星空クリニック 内、外、婦 釜利谷東3-1-3　第2金井ビル3階 489-3602

釜利谷東七丁目 金沢白百合クリニック 内、消、小、皮、アレ 釜利谷東7-23-23 791-5570

田川内科医院 内、呼、糖内 能見台東1-1　ビーコンヒル能見台イーストプラザ 353-8152

パートリア診療所 内、小、泌 能見台東10-1　1階 790-5731 

菊名一丁目 浅木クリニック 内、消、外、整、皮、リハ 菊名1-4-2 401-8222

菊名三丁目 菊名記念クリニック 内、透、腎内 菊名3-19-8 401-5111

なみき内科クリニック 内 篠原町1129　岸根公園駅前UUビル202号 430-3005

新横浜ハートクリニック 循、整、心外、泌 篠原町2865　2階 717-5126

しんよこメンタルクリニック 精、心内 篠原町3014-2　加祥ビル4階 947-3499

富士塚 中野こどもクリニック 内、小、皮 富士塚1-1-1 434-6500

錦が丘 よねもと耳鼻咽喉科 耳、気、アレ 錦が丘16-16　YKビル3階 434-3347

篠原北一丁目 菊名西口医院 内、小、産、婦 篠原北1-3-33 401-6444

鳥山町 陽だまりクリニック 内 鳥山町1106-2 620-7806

ファイン　新横浜 整、リハ 新羽町1041-3 532-1118

カトレアレディースクリニック 産婦 新羽町1685　4階 540-8088

樽町二丁目 いけだ整形外科 外、整、リハ、リウ 樽町2-6-40　T-PLATZ 2階 533-6260

綱島東一丁目 綱島泌尿器科・内科クリニック 内、泌 綱島東1-1-6　ＪＣ．古市ビル3階 533-0177

綱島西一丁目 綱島西レディースクリニック 内、産婦 綱島西1-6-11　シュロス綱島2階 533-3770

綱島西三丁目 高木脳神経外科クリニック 神内、脳外 綱島西3-2-20　綱島別所プラザ2階 545-0888

日吉本町一丁目 則末循環器内科医院 内、呼、循 日吉本町1-24-6 563-3032

新吉田医院 糖、内分泌、リウ、膠 新吉田町3622-3 593-0127

ウェルケアクリニック 内、神内 新吉田町6028-1 590-3855

谷津町

旭区

鶴ヶ峰一丁目

釜利谷東二丁目

並木一丁目

富岡西二丁目

金沢区

瀬戸

新吉田町

篠原町

能見台東

港北区

能見台通

新羽町
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http://www.cocoiaso.com/
http://www.syck.jp/
http://www.kirakirahikari.com/
http://www.shuyu-kai.jp/
http://sasanodai-clinic.com/
http://tamagawa-clinic.com/
http://www.asukai-naika.jp/
http://www.okada-geka.com/
http://www.kmc-bunko.com/
https://www.ito-f-clinic.com/
http://www.kanazawa-hifuka.com/
http://www.aozora-clinic.com/pc/
http://houmonshinryou.com/clinic/refine-08/
http://www.chibaclinic.com/
http://www.ehara-shounika.com/
http://namiki.koiso-clinic.or.jp/
http://www.h-clinic.jp/
http://ikegawaclinic.net/
http://www.yoshida-seikeigeka.com/
http://www.horiuchi-iin.com/
http://www.camelliahills.jp/
http://shihokai-yokohama.jp/
http://www.matsuse-iin.com/
http://ishizuekai-kiduna.com/
http://www.okamoto-sanfujin.jp/
http://www016.upp.so-net.ne.jp/aiclinic/framepage.html
https://www.bunko-yell.com/
http://www.wada-ent.com/
http://www.hoshizora-clinic.com/
http://www.kanazawa-shirayuri-clinic.com/
http://tagawa-naika.com/
http://www.kowakai-patria.com/publics/index/24/
http://www.asakiclinic.com/
http://km-c.gr.jp/
http://www012.upp.so-net.ne.jp/namiki-naika/
http://shinyoko-hc.com/
http://www.s-mental.jp/
http://www.nakanokodomo.com/
http://kikuna-nishiguchi-iin.jp/
http://www.hidamaricl.com/
http://www.cattleya-lc.jp/
http://www.ikedaseikei.com/
http://tucl.jp/
http://www.asahi-net.or.jp/~mj2r-snzk/
http://takagi-nouge.com/
https://sites.google.com/site/shinyoshidaiin/
http://www.welcare.or.jp/homon/zaitaku.html


新横浜在宅クリニック 内、消、外 新横浜2-3-3　新横浜ウエストビル4階 548-5228

前田記念新横浜クリニック 内 新横浜2-3-12　新横浜スクエアビル2階 473-5126

新横浜循環器科・内科 内、循 新横浜2-12-8　扶桑ビル1階 470-8545

新横浜三丁目 新横浜山前クリニック 内、リウ 新横浜3-20-3　リバサイドビル4階 471-6307

高田東四丁目 たかたこどもクリニック 小 高田東4-23-4 533-1123

北新横浜一丁目 ゆうあいクリニック 内、外、放 北新横浜1-6-2 540-8211

大倉山三丁目 大倉山レディースクリニック 内、産婦 大倉山3-4-31 545-5251

十日市場町 成和クリニック 内、神内 十日市場町816-8　バラハイツ101 981-1403

鴨居四丁目 ししど内科クリニック 内、消、心療 鴨居4-2-31　鴨居駅前オレンジビル1階 929-4114

青葉区 元石川町 青葉さわい病院 内、呼、消、循、整、リハ 元石川町4300 901-0025

大棚町 港北メディカルクリニック 内、呼、消、循、小、精 大棚町3001-8 595-2660

仲町台一丁目 仲町台さいとう整形外科 リウ、整、リハ 仲町台1-34-3 942-8206

中川一丁目 中川駅前内科クリニック 内、循 中川1-11-25　シーアイマンション港北中川1階 910-5292

深澤りつクリニック 内、呼、泌 中川中央1-28-20　ＣＫビル3階 914-6330

センター北　ねがみクリニック 内、外、整、リハ 中川中央1-33-19 911-7111

田中彰レディスクリニック 産婦 中川中央1-37-9　TNKビル2階 914-6560

横浜北クリニック 内、循、整 中川中央1-39-44-201号 482-7630

やすこレディースクリニック 産婦 茅ケ崎中央17-26-201 948-2567

あおぞらクリニック 内 茅ヶ崎中央40-3 949-5066

はっとり泌尿器科・皮ふ科 泌、皮 上倉田町447-1　プラージュ戸塚2階 862-5001

戸塚新クリニック 透析 上倉田町489-1　柏桜ビル3階 864-6947

山川医院 内、循 下倉田町73 881-2409

下倉田ハートクリニック 内、循 下倉田町945-1 869-0381

矢部町 ファミリア在宅クリニック 内、整、緩内、老精 矢部町29　カイビル6階 870-3686

平成横浜病院 内、神内、呼、消、循、外、整、眼、皮、泌、リハ 戸塚町550 860-1777

戸塚共立第1病院附属サクラス乳腺クリニック 乳、検診 戸塚町4253-1-601 869-6888

とつか西口整形外科 リウ、整、リハ 戸塚町6005-3　アスクレピオス戸塚2階 869-3100

深谷町 森クリニック 内、胃、肛、外 深谷町219-1 858-5058

横浜丘の上病院 精 平戸1-20-28 822-0751

半田医院 内、循、皮 平戸2-30-8 821-1235

菅野内科クリニック 内、呼、胃腸、循 平戸5-1-8　2階 822-7630

くれ医院 内、呼、外、皮、胃、肛 品濃町513-7　清光ビル2階 826-0020

岩村耳鼻咽喉科医院 耳 品濃町515-1　南の街4-106 821-9533

鈴木耳鼻咽喉科医院 耳 品濃町535-2　中央街区Ｄ棟304号 823-4187

東戸塚メディカルクリニック 内、消、皮 品濃町539-1　スカイビルディング6階 435-9604

藤野クリニック 胃腸、外、整形 品濃町543-5 821-1120

福田ウイメンズクリニック 産婦 品濃町549-2　三宅ビル7階　701-2 825-5525

スマイルこどもクリニック東戸塚院 小 品濃町556-8 820-6601

おかもと内科皮膚科クリニック 内、呼、循、皮、アレ 川上町84-1　ケアハウスゆうあい4B 822-3333

ミズタ整形外科 整、リハ 川上町84-1　ケアハウスゆうあい4A 827-1177

木原歯科・内科医院 内、消、胃腸、歯 川上町87-1　ウェルストンⅠ 828-1525

海のこどもクリニック 小 川上町91-1　モレラ東戸塚3階 390-0841

名瀬町 ふじばし内科 内、消、循 名瀬町36-4　ＫＭプラザ 813-6161

公田町 さかい医院 内、呼、消、胃腸、循、心療、小、アレ、リウ 公田町497-7 893-2322

木村内科・胃腸内科 内、消、胃腸、肛門、糖尿病内科 小菅ヶ谷1-23-1 894-1281

本郷台耳鼻咽喉科 耳 小菅ヶ谷4-9-1　グランシャリオ本郷台1階 891-0187

桂台中 朋診療所 内、精、神内、小、整、皮、リハ 桂台中4-7 895-0606

弥生台 やよい台内科・皮フ科 内、消、皮 弥生台25-1　弥生台石川ビル2階 813-5111

緑園四丁目 緑園都市耳鼻咽喉科　酒井医院 内、小、ｱﾚ、耳、気、皮 緑園4-1-3 812-8699

中田南二丁目 小林内科クリニック 内、呼、消、循 中田南2-2-2 801-2551

和泉中央北二丁目 くじらい耳鼻咽喉科医院 耳、アレ 和泉中央北2-2-27 801-2060

瀬谷四丁目 くりむらクリニック アレ、皮、歯 瀬谷4-9-8 304-4111

瀬谷五丁目 戸塚内科小児科医院 内、小、循、呼、心内、精 瀬谷5-14-10　ハイム芝本101 301-0171

髙畑耳鼻咽喉科医院 耳、気 三ツ境1 391-5000

木我内科クリニック 内、小、リハ、放、皮 三ツ境1-9 363-0655

三ツ境ライフクリニック 渡部内科  内、消、循 三ツ境2-1　相鉄三ツ境ビルB棟2階2-2号店 360-3558

三ツ境クリニック 内、アレ、小、皮、泌 三ツ境7-1 363-9597

中央 くまい内科医院 内、呼、消、循 中央2-30　ライフカワイ201 300-4120

川崎区 上里整形外科 整 川崎市川崎区渡田向町23-5 044-244-1810

やぎ耳鼻咽喉科・アレルギークリニック 耳、アレ 川崎市幸区大宮町6-4　TMビル2階 044-533-3117

新川崎むらせ内科循環器内科 内、循 川崎市幸区北加瀬2-11-3　コトニアガーデン新川崎　SOUTH棟1階 044-280-8080

新川崎ひたち整形外科 整、リハ 川崎市幸区新川崎5-2　シンカモール3階 044-589-0222

中原区 武蔵新城こころのクリニック 精神、心内 川崎市中原区新城5-9-23　奥田ビル2階 044-755-0556

緑区 相模原赤十字病院 相模原市緑区中野256 042-784-1101

宮本耳鼻咽喉科医院 耳 相模原市南区古淵2-14-12　プライムガーデンⅠ-201 042-759-0133

原メディカルクリニック 内、外、乳外、甲状腺外科 相模原市南区相模大野4-5-17　ﾛﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞ1階　P棟106 042-701-5588

上倉田町

戸塚区

新横浜二丁目

中川中央一丁目

茅ヶ崎中央

港北区

相模原市

都筑区

緑区

平戸町

下倉田町

品濃町

小菅ヶ谷

南区

三ツ境

栄区

瀬谷区

川崎市

泉区

幸区

川上町

戸塚町
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http://www.shinyoko-clinic.jp/
http://www.maeda-irr.com/shinyoko/
http://www.shinyoko-j.com/
http://y-rheum.jp/
http://www.kodomogenki.jp/takata/index.php
https://www.shinyokohama.jp/
http://www.okurayama-ladies.or.jp/index.html
http://shishido-naika.com/
http://www.aoba-sawai.or.jp/
http://www.kowakai-medical.or.jp/medical/kouhoku.html
http://www.nakagawaekimae-naika.jp/
http://www.ritsu-c.com/
http://www.negamiclinic.com/index.php?FrontPage
http://www.tanaka-akira-clinic.com/
http://houmonshinryou.com/clinic/refine-01/
http://hattori-totsuka.jp/
https://www.zenjinkai-group.jp/zenjinkai/clinic/totsuka/
http://shimokurata-heart.com/
http://familiacl.jp/
http://yokohamahp.jp/
http://www.saclass-clinic.com/
http://www.totsukanishiguchi.jp/pc/
http://okanouehospital.com/
http://kanno-c.sakura.ne.jp/
http://www.suzuki4187.org/pc/index.html
http://www.medicli.com/
http://www.fukuda-wclinic.com/
http://www.geocities.jp/maroji60/framepage4.htm
http://www.okamoto-naikahihuka.com/
http://www.mizuta.gr.jp/
http://www.kiharakai-clinic.com/
https://dr-umi.com/
http://www.fujibashinaika.jp/
http://www.sakaiisi.com/
http://www.kimuraicho-ka.jp/
http://www.pwait.jp/hongoudai/index.php
http://www.tomo-clinic-for-hc.net/index_home.htm
http://www.yayoidai-naikahifuka.com/
http://www.sakai-iin.jp/
http://www.kobayashinaika.jp/
http://www.takahata-ent.jp/
https://www.w-mlc.jp/
http://www.kumainaika.com/
http://uesato-ortho.byoinnavi.jp/pc/index.html
https://www.yagi-ent.com/
http://shinkawasaki-murase.com/doctor.html
http://hitachi-clinic.jp/
http://sinjokokoro.com/index.html
http://www.sagamihara.jrc.or.jp/
http://hara-med-clinic.com/


池上 いけがみ眼科整形外科 整、眼 横須賀市池上7-13-1 046-852-1747

大滝町 すばるメディカルクリニック 内、皮、眼 横須賀市大滝町1-9　品川ビル5階 046-828-5633

鴨居 小磯診療所 内、皮、小、整、眼 横須賀市鴨居2-80-9 046-842-9571

扇ガ谷 鎌倉アーバンクリニック 内、小 鎌倉市扇ガ谷1-1-29　大崎ビル2階 0467-61-3305

ハートクリニック 精 鎌倉市大船1-22-9　湘南大船ビル4階 0467-46-8610

大河内メンタルクリニック 精 鎌倉市大船2-18-16 0467-47-1235

岡本 かがみ在宅クリニック 内、神内、耳、泌 鎌倉市岡本2-21-26　山一ビル 0467-84-7007

小袋谷 ひいらぎ耳鼻咽喉科クリニック 耳 鎌倉市小袋谷1-9-18　高井医療ビル1階 0467-45-9187

辻堂 しらゆりクリニック 内、精、心内 藤沢市辻堂2-7-16-2階 0466-52-4141

獺郷 藤沢御所見病院 内、循、糖内、外、整、リハ、麻、皮、放 藤沢市獺郷580 0466-48-6501

小田原市 栄町 おだわら脳神経外科クリニック 内、神内、脳外 小田原市栄町1-9-10　伊勢ビル1階 0465-21-3939

茅ヶ崎市 新栄町 はしもと脳神経外科クリニック 脳 茅ヶ崎市新栄町3-2　Abeasa Medical　1階 0467-86-8410

小坪 湘南記念　小坪クリニック 内 逗子市小坪3-2-1 046-760-0321

さくらクリニック 耳 逗子市逗子1-8-18 046-871-3311

逗子銀座通りクリニック 内、呼、消、胃腸、心療、外 逗子市逗子1-7-3　百丹ビル2階 046-870-3401

千代田区 アムス丸の内パレスビルクリニック 人間ドック 東京都千代田区丸の内1-1-1　パレスビル4階 03-3211-1171

新宿駅前クリニック 内、アレ、皮、泌 東京都新宿区西新宿1-11-11　河野ビル3階 03-6304-5253

新宿ブレストセンター　クサマクリニック 乳外 東京都新宿区西新宿7-11-9　バルビゾン87ビル4階 03-5925-3885

文京区 メモリークリニックお茶の水 神内、精 東京都文京区湯島1-5-34 03-6801-8718

品川区 ひろクリニック大森 内、呼、消、胃腸、循、アレ、外、整、呼外、心外、気道食道、皮、肛、リハ、麻 東京都品川区南大井6-19-7　武隈ビル4階 03-5753-5695

大田区 おおもり訪問クリニック 内（在宅） 東京都大田区山王3-27-6　大森ラルタビル4階 03-5743-2246

練馬区 なごみクリニック 内、消、胃腸、アレ 東京都練馬区下石神井4-7-28　1階 03-3995-7530

三鷹市 小島内科クリニック 内、循 東京都三鷹市上連雀2-4-8 04-2245-1210

鶴川サナトリウム病院 内、精、神内 東京都町田市真光寺町197 042-735-2222

在宅療養支援クリニック　かえでの風 内 東京都町田市木曽東4-26-15 042-789-5566

新宿区

横須賀市

逗子

藤沢市

大船
鎌倉市

町田市

東京都

東京都

逗子市

         こちらからもご確認ください

　　　　
           4区以外登録医

http://ikegami-clin.com/info/
http://www.subaru-medical.com/
http://kamakura-urban.jp/
http://www.e-heartclinic.com/
http://okochi-clinic.com/
http://www.kagami-zaitaku.com/
http://www.hiiragiclinic.com/
http://www.shirayuri-clinic.net/
http://www.goshomi.jp/
http://www.odawara-nsc.com/
http://www.hashimoto-nouge.com/pc/index.html
http://www.syonankinenhp.or.jp/departments/kotsubo
http://www.asahi-net.or.jp/~mz3y-mr/
http://www.zushi-ginzadori-clinic.com/
http://www.ams-dock.jp/palace/
https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/
http://www.breastcenter.jp/index.html
https://memory-cl.jp/
http://www.hiro-cl.jp/
http://houmonshinryou.com/clinic/reimei-05/
http://www.nagomicl.com/
https://kojima.or.jp/
http://www.tsurusana.com/


区別 町別 医療機関名 診療科目 住　　　　　所 電話番号

入江一丁目 おさない歯科医院 入江1-13-25 432-8148

白楽 小泉歯科医院 歯 白楽100　コミュニティプラザ2階 432-2005

伊勢町 かのう歯科 小児歯科 伊勢町3-133-2 251-1182

中央二丁目 速見歯科医院 歯 中央2-48-13 321-0417

南幸二丁目 柳川ビルクリニック 南幸2-21-5　柳川ビル2階 311-3925

オーラル＆マキシロフェイシャルケアクリニック横浜 歯科、矯正歯科、口腔外科 みなとみらい4-6-2　みなとみらいブランドセントラルテラス2階 232-4442

デンタルステーションみなとみらい 歯科、口腔外科、小児歯科 みなとみらい4-6-2　みなとみらいブランドセントラルテラス2階 232-4441

李デンタルプラクティス 本町1-5-2　ロワレール横浜本町３０３ 680-3971

五條歯科医院 歯科口腔外科 本町2-22　京阪横浜ビル1階 201-6719

樺島歯科医院 矯正歯科 本町4-43　セボン関内第2ビル 212-3748

曙町 加藤歯科医院 曙町4-61 251-1295

米津歯科医院 弁天通5-73-2 201-8914

港歯科診療所 弁天通6-85　宇徳ビル2階 201-4560

相生町 イケダ歯科医院 相生町1-18　相生パークビル3階 662-4800

鈴木歯科医院 常盤町3-24-1　サンビルディング5階 662-5450

廣瀬歯科医院 常盤町5-68 681-7085

高橋歯科医院 小児歯科 尾上町3-30-1　横浜フジタビル3階 662-1346

近藤歯科診療所 尾上町4-57　横浜尾上町ビルB1 664-0874

関内馬車道デンタルオフィス 歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科 尾上町5-68　馬車道ＲＡビル2階 299-0488

瀬尾デンタルクリニック 矯正歯科 尾上町5-76　明治屋ビル2階 640-6480

真砂町 関内ロイヤル歯科医院 真砂町2-25　関内中央ビル2階 662-0185

港町 鈴木歯科医院 港町5-18 681-6917

船洲会　歯科診療所 歯、歯科口腔外科、矯正歯科 山下町2　産業貿易センター3階 671-7174

元町中華街歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 山下町37-8　グローリオタワー横浜元町2階 663-6480

山下町デンタルクリニック 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 山下町84-5　メトロタワー山下町1階 671-0648

元町歯科クリニック 山下町112-5　日絹パークビル1階－Ｂ 671-1630

中華街歯科医院 歯、小歯、歯科口腔外科 山下町189　YUKENGOUビル2階 662-5788

桃李歯科医院 矯正歯科、小児歯科 山下町219 663-7700

横浜中央病院 歯科口腔外科 山下町268 641-1921

堀内歯科クリニック 小児歯科 元町2-101-1 664-3864

高倉歯科医院 元町3-116 641-1223

加藤デンタルクリニック 歯科口腔外科、矯正歯科 元町4-166　元町ユニオン4階 681-8217

上出歯科医院 元町5-198　ポーラビル4階 662-4632

今村矯正歯科 矯正歯科 元町5-209　北村第2ビル4階 663-8241

新山下一丁目 新山下デンタルクリニック 矯正歯科、小児歯科 新山下1-5-6　ロワール新山下101 623-4152

田中歯科診療所 桜木町1-1　ぴおシティ5階 201-9623

木津歯科デンタルステーション桜木町 矯正歯科、歯科口腔外科 桜木町1-1-7　TOCみなとみらい3階 264-4040

三條歯科みなとみらい診療室 桜木町1-1-8　日石横浜ビル3階 683-3418

清水矯正歯科医院 矯正歯科 野毛町1-8　メゾンオークレール３０１ 241-0002

高畑歯科医院 野毛町3-138 231-7913

日ノ出町 育愛会デンタルクリニック 矯正歯科、小児歯科 日ノ出町1-75　1階 231-1765

初音町 宇野歯科医院 初音町3-56 241-5768

伊勢佐木町 坪田歯科医院 伊勢佐木町1-6-5 261-0774

末広町 溝呂木歯科医院 歯 末広町1-2-9 261-3837

蓬莱町 大石歯科医院 蓬莱町1-1-3　関内パークビル201 261-0958

末吉町 広瀬歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 末吉町4-75　ショッピングセンター2階 261-3476

太洋歯科クリニック 万代町1-2-7　大洋ビル 663-5226

八島歯科医院 万代町3-5-10　シャロン横浜大通り公園２０１ 680-1188

有馬歯科医院 長者町1-3-10 252-8480

砂田歯科医院 長者町8-123　長谷川ビル2階 243-9000

村田歯科医院 長者町8-132　生友ビル長者町第一2階 261-4652

石川町歯科クリニック 歯科 石川町1-13　2階 662-7116

山本歯科医院 歯科 石川町5-211-1 251-5231

山手町 岡歯科医院 山手町223-16 662-7184

麦田町 菅谷歯科医院 麦田町2-47 663-8555

千代崎町 堀井歯科 小児歯科 千代崎町1-25 622-6088

さとう歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 小港町1-4-16 623-4182

イースト本牧 歯 小港町2-100-4本牧フロント2階 628-3718

本牧山手歯科診療所 歯 本郷町2-32　ヒロハシビル2階 228-8163

良癒会歯科 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 本郷町2-41　ルミエール本牧101 628-0418

入江歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科 本郷町2-45-2　福島ビル2階 624-4184

秋元歯科クリニック 本牧町1-9　安田屋ビル2－C 621-6161

熊坂歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 本牧町1-13 623-7991

神奈川区

万代町

本町

中区

みなとみらい四丁目

元町

小港町

西区

尾上町

歯科登録医療機関一覧（平成31年3月27日現在）※受診等でこの情報をご利用される場合、予め該当施設にお問い合わせ下さい。

本牧町

弁天通

桜木町

常盤町

山下町

長者町

石川町

野毛町

本郷町

　　こちらからもご確認ください

　　　　
     　  歯科登録医

http://www.koizumishika.jp/
http://hayamishika.com/
http://www.yanagawa-bc.com/
http://www.gojodc.net/
http://yonezu-dent.com/
http://www.minatoshika.or.jp/minato/
http://www.dc-ikeda.jp/
http://www.kondoshika.net/
https://www.kbdent.com/
http://www.seo-dc.com/
http://senshukai.or.jp/
http://www.mcdc.jp/
http://www.y-d-c.jp/
http://www.motomachi-dc.com/
http://www.chukagaishika.com/
http://メディモ.com/presses/110002
http://www.takakura-dental.jp/
http://www.km-dc.jp/
http://www.kamide-d.com/
http://www.miorthodont.com/
http://tdo.o.oo7.jp/
http://www.kizu-dental.jp/
http://www.sanshuukai.or.jp/
http://www.shimizu-ortho.com/
http://ikuaid.com/
http://dental-oishi.org/
http://www.taiyo-dc.com/
http://www.sunada-shika.jp/
http://www.ishikawacho-shika.jp/
http://www.e-honmoku.com/
http://www.biz-dental.com/
http://www.irie-dental.jp/
http://www.akimotodental.jp/
http://www.kumasaka.cc/


本牧歯科医院 本牧町1-16-2階 623-6546

葉歯科本牧１丁目クリニック 歯科 本牧町1-49 228-8168

岩崎歯科医院 本牧町1-108 623-8148

田中歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 本牧町2-305　ウィング本牧1階 623-1007

天野歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 本牧原1-6　ムラーラ本牧3階 624-3655

いまにし歯科クリニック 小児歯科 本牧原15-1 624-4618

本牧宮原 なかの歯科医院 本牧宮原1-3　シーガルポート新本牧1階 625-1100

本牧和田 ほうり歯科クリニック 小児歯科 本牧和田12-2　ジョイ新本牧202 629-3640

佐々木歯科医院 本牧三之谷8-21 621-0270

羽田歯科医院 小児歯科 本牧三之谷9-26 621-0763

本牧元町 北川歯科医院 本牧元町1-4 621-2014

竹之丸 池野歯科医院 竹之丸55 662-6888

西竹之丸 小国歯科 西竹之丸24 681-8456

いずみ歯科 小児歯科 大和町1-14 625-1074

おぎはら歯科医院 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 大和町2-48 479-7666

山元町 みうら歯科クリニック 歯、小歯 山元町4-183　ウィスタリア山手1-B 651-7167

渡辺歯科医院 矯正歯科、小児歯科 仲尾台1-1　ニューハイム山手2階 625-6872

開山堂矯正歯科診療所 矯正（※保険医療機関ではない） 仲尾台3-10 623-2616

滝之上 南山手小児歯科 小児歯科 滝之上139　パークハイツ101 623-6329

根岸町 大澤歯科医院 根岸町1-15 621-4884

本牧通り歯科 矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 本牧間門2-6　TNビル新本牧1階 621-4185

荒木歯科室 本牧間門24-1 623-5508

高根町 みなと歯科診療所 矯正歯科、小児歯科 高根町1-3 231-4000

白金町 研歯科クリニック 一般歯、口腔外科、小児歯科、矯正 白金町1-1　白金海心ビル2階 241-6480

六ツ川一丁目 ナガタ歯科 歯、小児歯科、矯正 六ッ川1-132-6　ヒルズ横浜南ガーデニア1-101 721-4422

六ツ川三丁目 オオトウ歯科医院 六ツ川3-76-3　横浜パークタウンｉ棟 741-6481

別所二丁目 きむら歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科 別所2-24-10　ラマージュ南ヶ丘1階 714-6483

永田東三丁目 藤城歯科医院 歯、小児歯科 永田東3-15-18 742-3885

港南区 日限山 たじま歯科クリニック 小児歯科、歯科口腔外科 日限山1-57-40 825-3662

保土ヶ谷区 上菅田町 礒部歯科医院 歯科、口腔外科、矯正歯科 上菅田町955-6 371-4185

神保歯科医院 歯 東町9-2　A・Sビル2階 752-6868

デンタルライフクリニック 矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 東町10-4 750-0182

稲葉こどもおとな歯科 歯、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 東町15-32　モンビル205 753-1180

坂下町 わかまつ歯科 矯正歯科、小児歯科 坂下町9-8　リバーハイツ坂下1階 751-7820

川田歯科医院 丸山2-3-15 751-2595

林歯科医院 歯科口腔外科、矯正歯科 丸山2-7-5 753-7796

水上歯科医院 小児歯科 丸山2-20-16　メゾン滝頭106 754-3180

久木町 さいとう歯科医院 歯科、小児歯科 久木町24-4 751-7461

アサミ歯科クリニック 矯正歯科、小児歯科 磯子2-9-16　ナイスアーバン磯子101 752-5011

三宅歯科医院 矯正歯科、小児歯科 磯子2-14-9 752-5588

高橋歯科クリニック 磯子2-19-37　ライオンズマンション磯子第3-101 754-4618

磯子五丁目 青木歯科医院 磯子5-7-1　プラザレインボー203 755-0211

森一丁目 やまざき歯科医院 小児歯科、歯科口腔外科 森1-7-10　トワイシア横浜磯子304 753-8081

中原一丁目 飯塚歯科 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 中原1-2-3　飯塚磯子ビル2階 753-3200

中原四丁目 すぎた矯正・小児歯科 矯正歯科、小児歯科 中原4-25-11 769-2228

杉田一丁目 平野歯科医院 杉田1-20-21 772-0895

杉田三丁目 共立歯科医院 歯、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 杉田3-9-7 771-5304

高道歯科医院 矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 洋光台3-10-18　第2金子ビル2階 833-3178

洋光台駅前歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 洋光台3-13-4-105 835-0205

生田歯科 歯、小児歯科、歯科口腔外科 冨岡西6-17-15 774-8148

諏訪歯科医院 歯 冨岡西6-43-32 772-5891

能見台 丘の上歯科クリニック 歯、口腔外科、小児歯科 能見台5-5-1 781-8469

中川一丁目 中川駅前歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 中川1-10-2　中川センタービル3階 910-2277

仲町台二丁目 河野歯科医院 仲町台2-18-8　ウィスタリアビル2階 942-3308

茅ヶ崎中央 はせがわ歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 茅ヶ崎中央6-1　サウスウッド3階 530-0018

戸塚区 川上町 石川歯科医院 歯 川上町367-1 821-2441

内藤歯科医院 歯 川崎市中原区下小田中1-3-22-1階 044-766-4501

こすぎまち歯科 歯、矯歯、小歯 川崎市中原区小杉町3-257-9 044-711-3714

武蔵小杉矯正歯科 矯正歯科 川崎市中原区小杉町3-426 2階 044-733-3117

宮前区 森山デンタルクリニック 小児歯科、歯科口腔外科 川崎市宮前区有馬2-11-1 044-865-3566

相模原市 南区 にこにこデンタルクリニック 歯、歯科口腔外科 相模原市南区相模大野7-14-9　グリーンシティビル1階-Ｃ042-749-3088

船越町 佐藤歯科診療室 歯 横須賀市船越町6-69-1 046-861-6235

三春町 西村歯科医院 横須賀市三春町3-31-1　MSビル1階 046-842-0035

若松町 よこすか歯科医院 歯科口腔外科 横須賀市若松町3-4　ファーストビル1階 046-827-8229

丸山二丁目
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本牧間門

本牧三之谷
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大和町

本牧町

本牧原

仲尾台

南区

川崎市

横須賀市
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冨岡西
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東町

　　こちらからもご確認ください

　　　　
     　  歯科登録医

http://iwasaki.dental/
http://www.amano-dent.com/
http://www.houri-dental.com/
http://ikeno-shika.com/
http://www.ogihara-dental.jp/
http://miurashika-yokohama.com/
http://www.areanet.ne.jp/~shika/watanabe/
http://minami-yamate.sakura.ne.jp/nan_shan_shou_xiao_er_chi_ke/nan_shan_shou_xiao_er_chi_ke.html
http://honmokudorishika.d.dooo.jp/
http://www.minatoshika.or.jp/minato02/
http://ken-dent.com/
http://sannoukai.webcrow.jp/index.html
http://www.otodental.com/frame/frame.htm
http://www.jinbo.or.jp/
http://www.dental-life-clinic.com/
http://www.hayashidc.com/
http://www.mizukamidentalclinic.com/
http://www.dental-asami.com/pc/
http://www.miyake-sika.jp/
http://www.dental-yamazaki.com/
https://www.sugitakyousei.com/
http://www.hirano-dc.jp/
http://www.takamichi-dental.com/
http://www.youkoudaiekimaeshikaiin.com/
http://okanoue-dent.com/
http://www5.famille.ne.jp/~ekimae/
http://www.kawanoshika.com/
http://www.den-hasegawa.com/
http://www.ishikawa-shikaiin.com/index.html
http://www.naito-shikaiin.com/
http://www.e-shikai.jp/
http://moriyama-dent.net/
http://nishimura.ne.jp/
http://www.yokosuka-dental.com/


平塚市 平塚市 川﨑歯科医院 歯 平塚市桃浜町1-30 0463-31-0378

長谷 渋谷歯科医院 歯科、歯科口腔外科 鎌倉市長谷2-14-12 0467-22-8249

御成町 ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科 小歯、矯歯 鎌倉市御成町14-1　御成ビル202 0467-84-9111

小田原市 小田原市 さかわ歯科クリニック 歯 小田原市酒匂5-5-17 0465-49-1234

中郡 中郡二宮町 湘南デンタルケアー　インプラントクリニック 歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 中郡二宮町山西1264-1 0463-70-1200

東京都 港区 デンタルケア神谷町 歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 東京都港区虎ノ門5-1-4 03-6809-1080

静岡県 浜松市 聖隷浜松病院 歯科 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222

鎌倉市

　　こちらからもご確認ください

　　　　
     　  歯科登録医

http://www.kawasakishika.net/
http://www.shibuya-dc.jp/
http://dr-beaver.com/
http://www.sakawa-dc.com/
http://www.shonan-dc.net/
http://www.dentalcare-kamiya.jp/

