認定疾病医療機関一覧

平成31年３月現在

№

医療機関名

郵便番号

所

在

地

電話番号

1 公立大学法人横浜市立大学附属病院

236-0004

横浜市金沢区福浦３―９

（045）787-2800

2 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

232-0024

横浜市南区浦舟町４―５７

（045）261-5656

3 財団法人横浜勤労者福祉協会

230-0001

横浜市鶴見区矢向１―６―２０

（045）574-1011

241-0811

横浜市旭区矢指町１１９７―１

（045）366-1111

210-0013

川崎市川崎区新川通１２―１

（044）233-5521

210-0833

川崎市川崎区桜本２―１―５

（044）299-4781

238-8558

横須賀市米が浜通１―１６

（046）822-2710

231-0012

横浜市中区相生町５―７８

（045）681-3232

234-8503

横浜市港南区港南台３―２―１０

（045）832-1111

247-8581

横浜市栄区桂町１３２

（045）891-2171

211-8533

川崎市中原区小杉町１―３９６

4

汐田総合病院

聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

5 川崎市立川崎病院
6 川崎医療生活協同組合
7

川崎協同病院

国家公務員共済組合連合会総合病院
横須賀共済病院

8 平安堂薬局
9 恩賜財団

済生会

横浜市南部病院

10 国家公務員共済組合連合会
11 日本医科大学

横浜栄共済病院

武蔵小杉病院

12 カマヤ薬局

251-0047

13 フロンティア薬局橋本店

252-0136

14 桂台内科クリニック

227-0034

15 森のくまさん薬局

252-0131

16 医療法人

福和会

17 共創未来

相模原薬局

西横浜さくらクリニック

220-0042

藤沢市辻堂１－２－２
リストレジデンス辻堂タワーＡ－１
相模原市緑区上九沢4
市営上九沢団地Ｉ棟１F
横浜市青葉区桂台１―２１―６ １F
相模原市緑区西橋本５―１―１
東急ストア２F
横浜市西区戸部町７―２２０
第二粕川ビル２０２

(044）733-5181
(0466）36-8019
（042）760-1037
（045）960-3877
（042）770-7770
（045）323-2888

252-0231

相模原市中央区相模原７―６―６

（042）730-5445

18 しなだ呼吸器循環器クリニック

229-1103

相模原市緑区橋本３―１４―１

（042）700-3322

19 岩波胃腸科外科医院

226-0022

横浜市緑区青砥町１１２２

(045) 932-3806

20 東海大学医学部付属病院

259-1193

伊勢原市下糟屋１４３

(0463) 93-1121

21 昭和大学藤が丘病院

227-8501

横浜市青葉区藤が丘１－３０

(045) 971-1151

247-8533

鎌倉市岡本１３７０－１

(0467) 46-1717

23 大和市立病院

242-8602

大和市深見西８－３―６

(046) 260-0111

24 厚木市立病院

243-8588

厚木市水引１－１６－３６

(046) 221-1570

25 横浜市立市民病院

240-8555

横浜市保土ヶ谷区岡沢町５６

(045) 331-1961

241-0801

横浜市旭区若葉台４－２０－１

(045) 921-6111

222-0036

横浜市港北区小机町３２１１

(045) 474-8111

28 神奈川県立がんセンター

241-8515

横浜市旭区中尾２－３－２

(045) 520-2222

29 秦野メディカルクリニック

257-0013

秦野市南が丘４－４－１
サンシティ－神奈川

(0463) 84-8155

30 医療法人社団

228-0811

相模原市南区東林間４－２－１８

（042）742-5055

222-0011

横浜市港北区菊名４－４－２７

（045）402-7111

32 藤沢市民病院

251-8550

藤沢市藤沢２－６－１

（0466）25-3111

33 一美薬局

228-0811

相模原市南区東林間４－１－１

（042）745-0410

231-0821

横浜市中区本牧原１７－１
マイカル本牧１１番街２階

（045）622-1120

245-0062

横浜市戸塚区汲沢町１０２５－６

（045）864-1241

240-8521

横浜市保土ヶ谷区岩井町２１５

（045）715-3111

236-0042

横浜市金沢区釜利谷東２－２１－２２

（045）784-2002

22 医療法人 沖縄徳洲会

湘南鎌倉総合病院

26 医療法人社団

明芳会

27 独立行政法人

労働者健康安全機構

蒼紫会

31 医療法人 五星会

34 医療法人社団

横浜旭中央総合病院
横浜労災病院

森下記念病院

菊名記念病院

大出クリニック

35 医療生協かながわ生活協同組合

戸塚病院

36 聖隷横浜病院
37 医療法人社団
38 財団法人

湘南太陽会

鳥居泌尿器科・内科

神奈川県警友会

けいゆう病院

220-8521

横浜市西区みなとみらい３－７－３

（045）221-8181

39 国家公務員共済組合連合会

横浜南共済病院

236-0037

横浜市金沢区六浦東１－２１－１

（045）782-2101

252-0375

相模原市南区北里１－１５－１

（042）778-8111

40 学校法人

北里研究所

北里大学病院
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41 帝京大学医学部附属溝口病院

213-8507

川崎市高津区二子５－１－１

42 さがみ生協病院

228-8507

相模原市南区相模大野６－２－１１

（042）743-3261

43 クローバーホスピタル

231-0025

藤沢市鵠沼石上３－３－６

（0466）22-7111

44 望星薬局

259-1143

伊勢原市下糟屋９６－２

（0463）94-4193

252-5188

相模原市緑区橋本２－８－１８

（042）772-4291

254-0014

平塚市四之宮５－２０－４

（0463）51-1102

47 アヒル薬局

238-0031

横須賀市衣笠栄町１－２２

（046）850-3201

48 ニック東戸塚薬局

244-0805

横浜市戸塚区川上町９１－１
モレラ東戸塚３階

（045）825-0020

49 あけぼの薬局

252-0303

相模原市南区相模大野６－１－１

（042）742-2865

50 藤沢薬剤師会薬局

251-0052

藤沢市藤沢２丁目２番２１号

（0466）22-8664

51 川崎市立井田病院

211-0035

川崎市中原区井田２―２７―１

(044) 766-2188

211-8510

川崎市中原区木月住吉町１―１

(044) 411-3131

53 横浜市立みなと赤十字病院

231-8682

横浜市中区新山下３―１２―１

(045) 628-6100

54 JA神奈川県厚生連

259-1132

伊勢原市田中３４５

(0463) 94-2111

244-0801

横浜市戸塚区品濃町５５０番地３

(045) 824-4751

252-0206

相模原市中央区淵野辺１丁目２番３０号

(042) 752-2025

光栄堂薬局

236-0027

横浜市金沢区瀬戸１６－３

(045) 701-9055

福浦店

236-0004

横浜市金沢区福浦３－２９
市大医学部駅コンコース

(045) 353-9171

211-0025

川崎市中原区木月住吉町２―２５

(044) 431-5888

60 あゆみ調剤薬局

226-0022

横浜市緑区青砥町１１２２―２
クエステ中山１０１

(045) 938-5453

61 横浜保土ケ谷中央病院

240-0066

横浜市保土ケ谷区釜台町４３番１号

(045) 331-1251

62 茅ヶ崎市立病院

253-0042

茅ヶ崎市本村五丁目１５番１号

(0467) 52-1111

245-8560

横浜市戸塚区汲沢町５６

(045) 871-8855

248-0027

鎌倉市笛田２―２―６０

(0467) 32-3456

65 北里大学東病院

252-0380

相模原市南区麻溝台２丁目１番１号

(042) 748-9111

66 ヤマグチ薬局 矢部店

252-0206

相模原市中央区淵野辺１―２―３３

(042) 730-3004

67 共創未来

221-0855

横浜市神奈川区三ツ沢西町４－１５

(045) 340-0127

252-0236

相模原市中央区富士見６丁目４番２０号

252-0392

相模原市南区桜台１８－１

(042)742-8311

250-0012

小田原市本町１－１－１７

（0465）24-3121

71 二星薬局

236-0004

横浜市金沢区福浦２－９－５

（045）781-2500

72 湘南ライフタウン診療所

251-0861

藤沢市大庭５５２６－２
藤沢エデンの園Ｂ１Ｆ

（0466）86-8821

73 総合新川橋病院

210-0013

神奈川県川崎市川崎区新川通１番15号

（044）222-2111

74 大船中央病院

247-0056

鎌倉市大船６－２－２４

(0467)45-2111

75 国際親善総合病院

245-0006

横浜市泉区西が岡１－２８－１

(045)813-0221

76 市ヶ尾カリヨン病院

225-0024

横浜市青葉区市ケ尾町23-1

（045)511-7811

77 伊藤医院

213-0026

川崎市高津区久末1894

（044)766-9335

245-8575

横浜市戸塚区原宿３－６０－２

（045)851-2621

79 かねしろ内科クリニック

252-0302

相模原市南区上鶴間７－７小田急マルシェ
東林間２Ｆ

（042)701-1041

80 神奈川県立循環器呼吸器センター

236-0051

横浜市金沢区富岡東６－１６－１

（045)701-9581

45 神奈川県厚生農業協同組合連合会
46 医療法人社団

相模原協同病院

湘南四之宮クリニック

52 独立行政法人

労働者健康安全機構

関東労災病院

伊勢原協同病院

55 横浜東戸塚調剤薬局
56 独立行政法人地域医療機能推進機構
57 合名会社
58 ひとみ薬局
59 ロイヤル薬局

相模野病院

元住吉店

63 医療法人横浜博萌会
64 医療法人湘和会

西横浜国際総合病院

湘南記念病院

横浜薬局

68 相模原中央病院
69 独立行政法人国立病院機構
70 医療法人社団

同愛会

相模原病院

小澤病院

78 独立行政法人国立病院機構

横浜医療センター

(044）844-3333

（042）754-2211
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81 高田ファミリー薬局

223-0065

横浜市港北区高田東３－１０－６

（045)633-4807

82 平塚マル薬局

259-1212

平塚市岡崎２１５－４

（0463)51-6231

212-0058

川崎市幸区鹿島田１－１－１
ア１Ｆマルエツ店内

84 あおぞら薬局

213-0026

川崎市高津区久末1893

（044)741-2041

85 百年の杜

259-0111

中郡大磯町国府本郷88－１

（0463)73-5921

86 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院

254-0047

平塚市追分９－11

（0463）32-1950

87 小田原市立病院

250-8588

小田原市久野４６

0465-34-3175

225-0025

横浜市青葉区鉄町2201-5

045-902-0001

212-0021

川崎市幸区都町３９－１

044-511-1322

90 脳と神経のクリニック橋本

252-0131

相模原市緑区西橋本５－１－１ラ・フロール
橋本３Ｆ

042-703-0070

91 藤が丘おひさま薬局

227-0043

横浜市青葉区藤が丘１－２８－１４

045-973-8010

92 日本調剤

242-0018

大和市深見西８－４－６

046-200-2320

93 大和深見西薬局

242-0018

大和市深見西８－２－１３

046-262-8151

94 薬樹薬局

大和

242-0018

大和市深見西８－２－１２

046-262-7071

95 薬樹薬局

鶴ヶ峰

241-0022

横浜市旭区鶴ケ峰２－２３－３奥村ビル１Ｆ

045-381-6821

241-0011

横浜市旭区川島町１７６４

045-371-2511

83 フィットケアエクスプレス

新川崎店薬局

訪問看護ステーション

88 医療法人社団緑成会

横浜総合病院

89 社会医療法人財団石心会

深見薬局

96 横浜鶴ヶ峰病院

第二川崎幸クリニック

新川崎スクエ

（044)540-3360

