神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

医療機関名

所在地

H28.12.26現在
電話番号

№

市町村

1

平塚市 雲出小児科

平塚市明石町２−３１

0463‑21‑0436

2

平塚市 あおぞら湘南クリニック

平塚市明石町５−２４

0463‑72‑7851

3

平塚市 ありさわクリニック

平塚市老松町２−２８

0463‑21‑5805

4

平塚市 横浜ゴム健保組合平塚診療所

平塚市追分２−４

0463‑35‑9565

5

平塚市 佐藤内科医院

平塚市追分３−４

0463‑31‑0469

6

平塚市

平塚市大原３−３０

0463‑30‑3117

7

平塚市 内科

平塚市岡崎３５３１

0463‑50‑3015

8

平塚市 平園クリニック

平塚市岡崎４４１５−１

0463‑50‑1105

9

平塚市 伊藤医院

平塚市岡崎５９２９−２２

0463‑59‑6678

10

平塚市 岡村内科医院

平塚市北金目２−３６−２８

0463‑58‑3331

11

平塚市 やまうち内科クリニック

平塚市御殿１−３１−１１

0463‑32‑1311

12

平塚市 はまの内科・脳神経クリニック

平塚市御殿３−３−３７−１

0463‑32‑0600

13

平塚市 田中ヒフ科クリニック

平塚市幸町３２−９

0463‑22‑3211

14

平塚市 湘南真田クリニック

平塚市真田２−６−２７

0463‑50‑3400

15

平塚市

平塚市四之宮２−１１−３０

0463‑23‑1103

16

平塚市 メディカルサポートクリニック

平塚市四之宮２−７−８

0463‑27‑1001

17

平塚市 なでしこクリニック

平塚市菫平８−７

0463‑35‑0881

18

平塚市

平塚市代官町２０−２０

0463‑21‑2764

19

平塚市 松田内科医院

平塚市高村２０３−１５−１０２

0463‑33‑5320

20

平塚市 うえくさ小児科

平塚市宝町３−１

0463‑21‑7737

21

平塚市 山梨医院

平塚市立野町１０−２６

0463‑31‑1820

22

平塚市 田村診療所

平塚市田村６−１２−２８

0463‑54‑3772

23

平塚市 平塚北クリニック

平塚市田村６−１５−２９

0463‑72‑8500

24

平塚市 鈴木医院

平塚市土屋１２８２−３

0463‑58‑1131

25

平塚市 石丸こどもクリニック

平塚市徳延２２６−７

0463‑36‑1701

26

平塚市 内田クリニック

平塚市徳延３０６−３８

0463‑36‑3799

27

平塚市 小清水産婦人科クリニック

平塚市徳延６８３−１

0463‑35‑0310

28

平塚市 みずきクリニック

平塚市中原２−１５−２

0463‑73‑7149

29

平塚市 小西こどもクリニック

平塚市中原２−２１−２０

0463‑73‑7520

30

平塚市 松下医院

平塚市中原２−６−１１

0463‑31‑2088

31

平塚市 川井内科医院

平塚市長持４２１−２

0463‑33‑4103

32

平塚市 中村小児科医院

平塚市錦町１３−１６

0463‑21‑1622

33

平塚市 熊谷医院

平塚市西真土１−６−２９

0463‑54‑2803

34

平塚市 渡辺医院

平塚市西真土１−６−７１

0463‑55‑3062

35

平塚市 高橋内科小児科整形外科医院

平塚市花水台３７−２４

0463‑31‑1405

36

平塚市 岡野医院

平塚市花水台５−１４

0463‑31‑2457

37

平塚市 湯山医院

平塚市東真土２−１０−２５

0463‑55‑3802

藤多パークサイドクリニック小児科・アレルギー科

久保田医院

ひまわりレディース＆マタニティクリニック

医療生協かながわ生活協同組合

平塚診療所

ＭＮビル１Ｆ
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38

平塚市 くらた病院

平塚市東真土４−５−２６

0463‑53‑1955

39

平塚市 梶原医院

平塚市東中原１−１９−１８

0463‑33‑0321

40

平塚市 山下外科循環器クリニック

平塚市平塚３−１２−２０

0463‑34‑1388

41

平塚市 中下医院耳鼻咽喉科

平塚市平塚４−１−３

0463‑34‑6523

42

平塚市 武川医院

平塚市広川８４８−４

0463‑59‑1514

43

平塚市 湘南皮膚科

平塚市紅谷町１４−２４

0463‑21‑3031

44

平塚市 菊池小児科

平塚市紅谷町１７−２５

0463‑24‑3880

45

平塚市 さえぐさ皮膚科クリニック

平塚市紅谷町１７−２５

0463‑21‑4512

46

平塚市 あらい内科クリニック

平塚市紅谷町１−１

0463‑22‑7711

47

平塚市 八重咲診療所

平塚市松風町１１−１１

0463‑23‑3552

48

平塚市 前田産婦人科

平塚市松風町１３−３７

0463‑27‑2322

49

平塚市 遠藤医院

平塚市松風町１７−６

0463‑21‑0360

50

平塚市 小笠原医院

平塚市見附町８−８

0463‑33‑1313

51

平塚市 鈴木外科内科医院

平塚市南豊田２１

0463‑31‑1543

52

平塚市 湘英クリニック

平塚市南豊田３１４−１

0463‑37‑6220

53

平塚市 平塚市民病院

平塚市南原１−１９−１

0463‑32‑0015

54

平塚市 坪井医院

平塚市宮の前５−１６

0463‑21‑0226

55

平塚市 宮の前クリニック

平塚市宮の前６−３

0463‑24‑7060

56

平塚市 かものはし皮フ科

平塚市八重咲町１３−１

0463‑79‑8485

57

平塚市 牧野クリニック

平塚市八重咲町２５−５

0463‑21‑2364

58

平塚市 杉山医院

平塚市八重咲町２５−８

0463‑23‑8888

59

平塚市 こじま皮膚科クリニック

平塚市八重咲町５−１

0463‑23‑1241

60

平塚市 井上クリニック

平塚市八千代町１２−１２

0463‑22‑9319

61

平塚市 月江医院

平塚市夕陽ヶ丘３７−４

0463‑21‑2132

62

平塚市 間島医院

平塚市龍城ヶ丘３−３７

0463‑31‑2774

63

鎌倉市 柏木外科胃腸内科

鎌倉市腰越1171

0467−31−2486

64

鎌倉市 近江医院

鎌倉市笹目町3−11

0467−22−0082

65

鎌倉市 泉水橋とうどうクリニック

鎌倉市十二所6−1

66

鎌倉市 天本クリニック

鎌倉市手広3−14−8 手広ビル2階

0467−38−1160

67

鎌倉市 かまくらファミリークリニック

鎌倉市由比ガ浜2−6−21

0467−22−0522

68

鎌倉市 山下・ごとう小児科内科

鎌倉市稲村ガ崎2−8−10

0467−22−1726

69

鎌倉市 倉岡胃腸科内科

鎌倉市岡本2−6−39

0467−43−1748

70

鎌倉市 道躰クリニック梶原

鎌倉市梶原2−34−1

0467−48−3000

71

鎌倉市 田川医院

鎌倉市梶原2−34−5

0467−44−1657

72

鎌倉市 かまくらクリニック

鎌倉市梶原5−1−1

0467−45−4161

73

鎌倉市 大船クリニック

鎌倉市玉縄1−11−11

0467−44−5505

74

鎌倉市 あいクリニック

鎌倉市玉縄1−1−5−106

0467−46−1486

メディカルポート３Ｆ

Ｎビル３Ｆ

泉水橋クリニックビル2階 0467−24−1515
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75

鎌倉市 井口内科医院

鎌倉市御成町6−9

0467−22−4681

76

鎌倉市 ふれあい鎌倉ホスピタル

鎌倉市御成町9−5

0467−23−1111

77

鎌倉市 腰越中央医院

鎌倉市腰越4−8−29

0467−32−5511

78

鎌倉市 左近允医院

鎌倉市今泉台4−20−19

0467−45−2450

79

鎌倉市 沼田医院

鎌倉市材木座3−14−17

0467−22−2143

80

鎌倉市 材木座診療所

鎌倉市材木座3−16−9

0467−61−2275

81

鎌倉市 遠藤クリニック

鎌倉市山ノ内512−1

0467−23−2355

82

鎌倉市 七里が浜診療所

鎌倉市七里ガ浜東3−11−1

0467−38−1290

83

鎌倉市 章平クリニック

鎌倉市七里ガ浜東3−4−20

0467−31−5554

84

鎌倉市 深沢中央診療所

鎌倉市手広1−9−31

0467−31−7284

85

鎌倉市 小袋谷クリニック

鎌倉市小袋谷2−17−3

0467−46−6822

86

鎌倉市 鎌倉内科診療所

鎌倉市小町1−11−9

0467−22−1728

87

鎌倉市 道躰クリニック

鎌倉市小町1−2−16

88

鎌倉市 ティアラかまくら

鎌倉市小町1−9−10

0467−61−0311

89

鎌倉市 清川病院

鎌倉市小町2−13−7

0467−24−1200

90

鎌倉市 土橋医院

鎌倉市植木590−9 植木ビル1階

0467−46−8258

91

鎌倉市 西鎌倉ファミリークリニック

鎌倉市西鎌倉1−19−9−201

0467−39−3880

92

鎌倉市 西鎌倉谷野眼科

鎌倉市西鎌倉1−2−20

0467−32−6009

93

鎌倉市 とよた医院

鎌倉市雪ノ下1−9−21

94

鎌倉市 さかい内科・胃腸科クリニック

鎌倉市雪ノ下3−1−32

0467−23−0015

95

鎌倉市 鎌倉アーバンクリニック

鎌倉市扇ガ谷1−1−29 大崎ビル2Ｆ

0467−61−3305

96

鎌倉市 吉岡内科医院

鎌倉市扇ガ谷1−9−4

0467−25−5536

97

鎌倉市 富士見診療所

鎌倉市台3−9−32

0467−44−0001

98

鎌倉市 さとうクリニック

鎌倉市台5−8−29 いけだビル2階

0467−43−5220

99

鎌倉市 いろでん内科・胃腸内科クリニック 鎌倉市大船1−11−10

早見プラザ3階

0467−25−5151

トウセン鎌倉ビル2階 0467−61−2963

協和ビル2階

0467−42−8812

100 鎌倉市 横井レディースクリニック

鎌倉市大船1−14−23

田口ビル1階

0467−41−0015

101 鎌倉市 長洲クリニック

鎌倉市大船1−23−31

浜田ビル3階

0467−45−3335

102 鎌倉市 いくた小児クリニック

鎌倉市大船1−27−28−102

0467−47−4787

103 鎌倉市 クリニック森

鎌倉市大船2−18−24

0467−40−2500

104 鎌倉市 信愛クリニック

鎌倉市大船2−26−10

0467−48−6678

105 鎌倉市 湘南泌尿器科・内科

鎌倉市大船2−26−22 医療ビル湘風館2F 0467−44−1117

106 鎌倉市 湘南脳神経外科クリニック

鎌倉市大船3−1−3

セイショウナン2階 0467−46−6161

107 鎌倉市 しおのいり内科

鎌倉市大船3−1−3

セイショウナン4階 0467−42−7640

108 鎌倉市 山口内科

鎌倉市大船3−2−11

109 鎌倉市 花岡内科クリニック

鎌倉市大船4−21−25

110 鎌倉市 若杉内科クリニック

鎌倉市大船6−1−1

111 鎌倉市 足立医院

鎌倉市大町2−2−4

大船メディカルビル201 0467−47−1312

0467−43−2800

松竹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階 0467−47−6755

0467−22−2125
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112 鎌倉市 はせ駅前耳鼻咽喉科クリニック

鎌倉市長谷2−16−3

0467−25−5111

113 鎌倉市 鎌倉病院

鎌倉市長谷3−1−8

0467−22−5500

114 鎌倉市 おちあい内科循環器科

鎌倉市津887

0467−31−6532

115 鎌倉市 湘南記念病院

鎌倉市笛田2−2−60

0467−32−3456

116 鎌倉市 遠藤内科クリニック

鎌倉市笛田4−5−1

0467−32−5344

117 鎌倉市 西井クリニック

鎌倉市由比ガ浜2−16−2

0467−23−3880

118 鎌倉市 橋本クリニック

鎌倉市由比ガ浜2−2−40 ＫＦビル2階 0467−22−7226

119 鎌倉市 藤本小児科医院

鎌倉市由比ガ浜3−11−16

0467−22−0381

120 鎌倉市 由比ガ浜内科クリニック

鎌倉市由比ガ浜3−1−12

0467−23−1780

121 鎌倉市 じんの内科クリニック

鎌倉市由比ガ浜3−11−39 福地ビル1階 0467−60−4866

122 小田原市 お堀端クリニック

小田原市栄町1‑14‑48

123 小田原市 渡邊内科クリニック

小田原市栄町1‑2‑8

124 小田原市 高井内科クリニック

小田原市栄町2‑12‑45

125 小田原市 安間医院

小田原市栄町2−7−18

0465‑23‑3567

126 小田原市 岡宮産婦人科医院

小田原市栄町3−10−19

0465‑22‑4481

127 小田原市 雨宮内科医院

小田原市栄町3−15−20

0465‑23‑7788

128 小田原市 岡本医院

小田原市栄町4ー10ー21

0465‑22‑7027

129 小田原市 マナクリニック

小田原市永塚5

0465‑41‑3001

130 小田原市 村田医院

小田原市栢山473

0465‑36‑0433

131 小田原市 小田原市立病院

小田原市久野46

0465‑34‑3175

132 小田原市 久野銀座クリニック

小田原市久野469

133 小田原市 川邊小児科内科医院

小田原市酒匂5ー13ー38

0465‑47‑2351

134 小田原市 清水内科クリニック

小田原市寿町2‑7‑6

0465‑35‑3500

135 小田原市 山近記念クリニック

小田原市小八幡3−19−8

0465‑47‑2131

136 小田原市 松山レディースクリニック

小田原市城山3−22−9

0465‑23‑3232

137 小田原市 小島クリニック

小田原市西酒匂3‑4‑9

0465‑46‑1267

138 小田原市 遠藤クリニック

小田原市西大友503

0465‑36‑5550

139 小田原市 窪倉医院

小田原市扇町1−12−18

0465‑34‑6335

140 小田原市 しみず扇町クリニック

小田原市扇町3‑13‑15

0465‑46‑8616

141 小田原市 高見澤クリニック

小田原市扇町4−7−15

0465‑35‑8786

142 小田原市 扇町しらさぎ内科クリニック

小田原市扇町5‑26‑8

0465‑43‑8111

143 小田原市 富田医院

小田原市曽我別所777‑6

0465‑42‑0822

144 小田原市 善ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

小田原市中曽根72‑1

0465‑36‑8800

145 小田原市 久保クリニック

小田原市中里281−3

0465‑48‑8900

146 小田原市 福井内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ

小田原市中里392‑1

0465‑41‑2227

147 小田原市 いがらし胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ

小田原市中里77−1

0465‑41‑1555

148 小田原市 あすなろクリニック

小田原市南鴨宮3‑19‑13

0465‑48‑6543

ｼﾞｬﾝﾎﾞ‑ﾅｯｸﾋﾞﾙ2F

八百源ﾋﾞﾙ1F
山崎ﾋﾞﾙ1F

三栄ﾋﾞﾙ2F

西口青橋ﾋﾞﾙ3Ｆ

1F

0465‑21‑5700
0465‑22‑6677
0465‑21‑6313

0465‑66‑1717
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149 小田原市 鴨宮クリニック

小田原市南鴨宮3‑20‑18

0465‑46‑1788

150 小田原市 古橋産婦人科

小田原市南町2−1−43

0465‑22‑2716

151 小田原市 桑田医院

小田原市南町3ー1ー35

0465‑22‑6245

152 小田原市 日下部皮膚科医院

小田原市板橋91

0465‑24‑0201

153 小田原市 石井呼吸器内科医院

小田原市飯泉65

0465‑48‑4159

154 小田原市 吉邑クリニック

小田原市飯田岡288

0465‑38‑2280

155 小田原市 川上医院

小田原市飯田岡371−1

0465‑37‑1527

156 小田原市 浜町小児科医院

小田原市浜町1ー14ー3

0465‑22‑2238

157 小田原市 かみやまｱﾚﾙｷﾞｰ科小児科ｸﾘﾆｯｸ

小田原市浜町3ー11ー5

0465‑24‑0188

158 小田原市 小杉産婦人科内科小児科ｸﾘﾆｯｸ

小田原市北ノ窪439−1

0465‑35‑2521

159 小田原市 横田小児科医院

小田原市北ノ窪515‑3

0465‑34‑0666

160 小田原市 木内医院

小田原市堀之内16

0465‑36‑2592

161 小田原市 加藤小児科医院

小田原市堀之内218ー3

0465‑39‑3301

162 小田原市 間中病院

小田原市本町4ー1ー26

0465‑23‑3111

163 小田原市 桜みちクリニック

小田原市矢作5‑1

0465‑46‑0885

164 小田原市 螢田診療所

小田原市蓮正寺310

0465‑36‑3230

165 茅ヶ崎市 大木医院

茅ヶ崎市円蔵1‑24‑32

0467−52−0085

166 茅ヶ崎市 香川クリニック

茅ヶ崎市香川6‑8‑33

0467−52−9687

167 茅ヶ崎市 佐藤クリニック

茅ヶ崎市小和田3‑1‑2

0467−51−3550

168 茅ヶ崎市 下田産婦人科医院

茅ヶ崎市幸町19‑8

0467−82−6781

169 茅ヶ崎市 茅ヶ崎メディカルクリニック

茅ヶ崎市幸町5‑8 2F

0467−58−3958

170 茅ヶ崎市 田村小児科

茅ヶ崎市幸町6‑16‑201

0467−86−0415

171 茅ヶ崎市 高橋医院

茅ヶ崎市十間坂1‑2‑16

0467−82−2231

172 茅ヶ崎市 おおえ内科クリニック

茅ヶ崎市松林2‑5‑30

0467−55−2325

173 茅ヶ崎市 青木クリニック

茅ヶ崎市新栄町13‑45鴨志田ビル5F

0467−84−5223

174 茅ヶ崎市 はしもと脳神経外科クリニック

茅ヶ崎市新栄町3‑2Abeasa Medical 1F 0467−86−8410

175 茅ヶ崎市 林糖尿病内科クリニック

茅ヶ崎市新栄町3‑2Abeasa Medical 2F 0467−84−0884

176 茅ヶ崎市 茅ヶ崎信愛クリニック

茅ヶ崎市新栄町5‑8

0467−82−2554

177 茅ヶ崎市 長岡病院

茅ヶ崎市芹沢598

0467−53−1811

178 茅ヶ崎市 原クリニック

茅ヶ崎市高田2‑1‑23

0467−54−5400

179 茅ヶ崎市 増沢クリニック

茅ヶ崎市高田4‑7‑12

0467−54−0311

180 茅ヶ崎市 和田内科医院

茅ヶ崎市高田5‑1‑19

0467−51−8221

181 茅ヶ崎市 池原内科クリニック

茅ヶ崎市茅ヶ崎2‑5‑30湘南薬品ビル1F 0467−88−0055

182 茅ヶ崎市 鶴が台菅原医院

茅ヶ崎市鶴が台10‑7‑103

183 茅ヶ崎市 共恵内科クリニック

茅ヶ崎市共恵1‑11‑9アイパレス湘南1F 0467−73−7011

184 茅ヶ崎市 佐久間クリニック

茅ヶ崎市南湖2‑13‑31

0467−89−2810

185 茅ヶ崎市 茅ヶ崎産婦人科医院

茅ヶ崎市南湖2‑15‑36

0467−83−3413

0467−52−3275

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
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186 茅ヶ崎市 オアシスクリニック

茅ヶ崎市南湖5‑20‑10

0467−50−0730

187 茅ヶ崎市 町田胃腸科外科

茅ヶ崎市萩園2305‑27

0467−85−2013

188 茅ヶ崎市 真下医院

茅ヶ崎市浜竹2‑6‑19

0467−87−2981

189 茅ヶ崎市 三上医院

茅ヶ崎市浜竹3‑1‑23

0467−82−0322

190 茅ヶ崎市 佐藤医院

茅ヶ崎市浜竹3‑4‑50

0467−82−0677

191 茅ヶ崎市 やまぐちクリニック

茅ヶ崎市浜竹3‑4‑53

0467−82−2760

192 茅ヶ崎市 小杉クリニック

茅ヶ崎市浜之郷952‑95

0467−82−8526

193 茅ヶ崎市 浜見平診療所

茅ヶ崎市浜見平11‑1 BRANCH茅ヶ崎1‑D号棟 0467−82−0727

194 茅ヶ崎市 加藤医院

茅ヶ崎市東海岸北2‑1‑52

0467−82−2602

195 茅ヶ崎市 守屋おとなこどもクリニック

茅ヶ崎市東海岸北3‑10‑14

0467−86−5885

196 茅ヶ崎市 みよし内科クリニック

茅ヶ崎市東海岸北3‑4‑36

0467−39−6711

197 茅ヶ崎市 愛生会クリニック

茅ヶ崎市東海岸北5‑10‑48

0467−88−6560

198 茅ヶ崎市 しながわこどもクリニック

茅ヶ崎市東海岸南5‑1‑22

0467−81−3121

199 茅ヶ崎市 前田整形外科・内科クリニック

茅ヶ崎市ひばりが丘1‑10

0467−85−4312

200 茅ヶ崎市 湘南すずきクリニック

茅ヶ崎市ひばりが丘7‑10

0467−84−0630

201 茅ヶ崎市 新家クリニック

茅ヶ崎市富士見町11‑4

0467−26−8801

202 茅ヶ崎市 野村消化器内科

茅ヶ崎市富士見町15‑1

0467−84−3987

203 茅ヶ崎市 兼本内科・循環器科クリニック

茅ヶ崎市平和町4‑26

0467−88−1231

204 茅ヶ崎市 湘南みわクリニック

茅ヶ崎市本村4‑22‑25

0467−50−1611

205 茅ヶ崎市 こどもクリニック松が丘

茅ヶ崎市松が丘2‑1‑19

0467−82−3818

206 茅ヶ崎市 三輪内科クリニック

茅ヶ崎市松風台24‑15

0467−52−3969

207 茅ヶ崎市 やまもと内科クリニック

茅ヶ崎市みずき2‑8‑1

0467−40−4976

208 茅ヶ崎市 丸山内科クリニック

茅ヶ崎市美住町14‑10

0467−88−1101

209 茅ヶ崎市 大野クリニック

茅ヶ崎市緑が浜4‑29

0467−88−0330

210 茅ヶ崎市 小松田クリニック

茅ヶ崎市室田1‑2‑11

0467−54−7778

211 茅ヶ崎市 なつ皮ふ科

茅ヶ崎市元町16‑4

0467−84−7412

212 茅ヶ崎市 山岡クリニック

茅ヶ崎市元町6‑5

0467−87−6221

213 茅ヶ崎市 森田内科医院

茅ヶ崎市若松町6‑23

0467−87−0531

214 逗子市 湘南クリニック

逗子市小坪１‑２５‑１５

０４６７‑２３‑２５４０

215 逗子市 （医）湘南記念小坪クリニック

逗子市小坪３‑２‑１

０４６７‑６０‑０３２１

216 逗子市 （医）丸山産婦人科

逗子市桜山１‑８‑５

０４６‑８７３‑８１０３

217 逗子市 土田産婦人科内科

逗子市桜山４‑６‑３

０４６‑８７１‑４４３２

218 逗子市 逗葉内科クリニック

逗子市桜山６‑１‑２３

０４６‑８７１‑２５４８

219 逗子市 青木病院

逗子市桜山６‑１３３６

０４６‑８７３‑６５５５

220 逗子市 秋間医院

逗子市桜山８‑５‑１３

０４６‑８７１‑２７０７

221 逗子市 水島内科外科医院

逗子市逗子１‑１１‑８

０４６‑８７１‑３１６８

222 逗子市 （医）八尾産婦人科医院

逗子市逗子１‑４‑２４

０４６‑８７３‑１１０３

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
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223 逗子市 島田内科医院

逗子市逗子１‑６‑２２

０４６‑８７１‑７０７８

224 逗子市 野の百合クリニック

逗子市逗子１‑７‑１

０４６‑８７３‑３３２０

225 逗子市 逗子銀座通りクリニック

逗子市逗子１‑７‑３

０４６‑８７０‑３４０１

226 逗子市 高橋胃腸科内科医院

逗子市逗子２‑４‑１５

０４６‑８７３‑６５３０

227 逗子市 （医）にへい内科クリニック

逗子市逗子２‑５‑２

０４６‑８７２‑６５００

228 逗子市 さわだ内科・消化器内科

逗子市逗子２‑５‑２５

０４６‑８８４‑８８３０

229 逗子市 西本整形外科

逗子市逗子２‑５‑２５

０４６‑８７０‑３７８７

230 逗子市 （医）逗子金沢内科クリニック

逗子市逗子２‑６‑２６

０４６‑８７０‑６６０６

231 逗子市 （医療生協）逗子診療所

逗子市逗子４‑１‑７

０４６‑８７２‑３５３０

232 逗子市 若林クリニック

逗子市逗子５‑１１‑３

０４６‑８７０‑５０１１

233 逗子市 （医）湘南内科ペインクリニック 逗子市逗子５‑６‑１８

０４６‑８７２‑２６１１

234 逗子市 あおぞらクリニック

逗子市逗子５‑９‑２１

０４６‑８７１‑６２４０

235 逗子市 東湘健診医院

逗子市沼間１‑１‑２１

０４６‑８７１‑３７７０

236 逗子市 （医）東逗子医院

逗子市沼間２‑１０‑２９

０４６‑８７１‑４３５５

237 逗子市 一色医院

逗子市久木１‑３‑２０

０４６‑８７１‑２３４５

238 逗子市 おばなファミリークリニック

逗子市久木８‑９‑１７

０４６‑８５４‑９３７６

239 逗子市 ハイランドクリニック

逗子市久木８‑１３‑３０

０４６‑８７１‑９４２０

240 逗子市

逗子市山の根１‑２‑１９

０４６‑８７０‑５５９９

241 逗子市 たかしクリニック

逗子市山の根１−２−１９

０４６‑８７３‑０２３９

242 三浦市 クリニック油壺

三浦市尾上町18‑150

046‑883‑3804

243 三浦市 三浦市立病院

三浦市岬陽町4‑33

046‑882‑2111

244 三浦市 田中内科医院

三浦市栄町7‑11

046‑881‑4678

245 三浦市 矢島内科医院

三浦市天神町9‑16

046‑881‑2467

246 三浦市 あさい内科クリニック

三浦市初声町入江76‑1

046‑888‑2217

247 三浦市 三崎口つばさクリニック

三浦市初声町下宮田601‑6

046‑888‑4511

248 三浦市 福井記念病院

三浦市初声町高円坊1040‑2

046‑888‑2145

249 三浦市 飯島医院

三浦市東岡町10‑1

046‑881‑5265

250 三浦市 にしやま小児科

三浦市三崎町六合315‑1

046‑881‑3887

251 三浦市 みなみ湘南医院

三浦市南下浦町上宮田1528‑102

046‑889‑1211

252 三浦市 三浦中央医院

三浦市南下浦町上宮田1738‑1

046‑888‑5010

253 三浦市 徳山診療所

三浦市南下浦町上宮田2785‑1

046‑888‑5115

254 三浦市 塩崎産婦人科

三浦市南下浦町上宮田2994‑6

046‑889‑1103

255 三浦市 斉田皮フ科

三浦市南下浦町上宮田3125‑1

046‑888‑3401

256 三浦市 三浦海岸つばさクリニック

三浦市南下浦町上宮田3230

046‑887‑3555

257 三浦市 せりかわ内科クリニック

三浦市南下浦町上宮田3257‑5

046‑887‑1666

258 三浦市 三浦診療所

三浦市南下浦町上宮田3263‑1

046‑889‑3388

259 秦野市 山口内科循環器科

秦野市今泉359

0463‑83‑3183

（医）かんリウマチ・整形外科クリニック
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260 秦野市 亀崎医院

秦野市入船町2‑8

0463‑81‑0056

261 秦野市 くず葉台病院付属南口診療所

秦野市尾尻940‑5

0463‑84‑3737

262 秦野市 柿崎クリニック

秦野市北矢名1309‑1

0463‑73‑8231

263 秦野市 ほり小児科医院

秦野市寿町4‑16

0463‑84‑4081

264 秦野市 宮野内科・小児科医院

秦野市寿町5‑14

0463‑81‑2802

265 秦野市 内藤医院

秦野市寿町8‑5

0463‑81‑0221

266 秦野市 川口医院

秦野市幸町4‑4

0463‑82‑3549

267 秦野市 島田内科医院

秦野市曽屋1191‑3

0463‑81‑2005

268 秦野市 はだの南レディスクリニック

秦野市立野台1‑2‑3

0463‑26‑6080

269 秦野市 中村医院

秦野市鶴巻北1‑22‑10

0463‑77‑0813

270 秦野市 鶴巻ホームケアクリニック

秦野市鶴巻北2‑14‑2

0463‑26‑8120

271 秦野市 丸山クリニック

秦野市鶴巻南4‑5‑22

0463‑77‑8788

272 秦野市 遠藤医院

秦野市鶴巻南5‑2‑8

0463‑77‑1467

273 秦野市 秦野北クリニック

秦野市戸川605

0463‑75‑1121

274 秦野市 みどりクリニック

秦野市堀川74‑1

0463‑89‑2250

275 秦野市 八木病院

秦野市本町1‑3‑1

0463‑81‑1666

276 秦野市 安部内科胃腸科クリニック

秦野市本町1‑9‑6

0463‑83‑3700

277 秦野市 あおば診療所

秦野市曲松1‑4‑12

TSビル2階

0463‑87‑8891

278 秦野市 鈴木クリニック

秦野市曲松1‑4‑39

やまゆりビル2F

0463‑89‑0770

279 秦野市 あべ小児科医院

秦野市曲松2‑2‑12

0463‑87‑0831

280 秦野市 南ヶ丘クリニック

秦野市南ヶ丘1‑9

0463‑82‑7606

281 秦野市 森腎クリニック

秦野市南矢名1‑14‑34

282 秦野市 石原小児科

秦野市柳町1‑17‑11

0463‑87‑8686

283 秦野市 こが医院

秦野市柳町1‑4‑12

0463‑88‑0030

284 厚木市 重田内科医院

厚木市愛甲1‑5‑9 芦川ﾋﾞﾙ

046‑247‑0027

285 厚木市 愛甲クリニック

厚木市愛甲1‑8‑8

046‑250‑9162

286 厚木市 南毛利内科

厚木市愛甲2‑11‑9

046‑270‑6661

287 厚木市 塩塚クリニック

厚木市旭町1‑27‑5 MSﾋﾞﾙ4F

046‑228‑4628

288 厚木市 かとうクリニック

厚木市旭町4‑1‑6‑1

046‑220‑0330

289 厚木市 笹生循環器クリニック

厚木市旭町5‑47‑1

046‑227‑1919

290 厚木市 中村医院

厚木市恩名1517‑3

046‑248‑0285

291 厚木市 落合医院

厚木市温水1016

046‑247‑1577

292 厚木市 馬嶋医院

厚木市下荻野1120

046‑241‑1350

293 厚木市 厚木ハートケアクリニック

厚木市下荻野1476‑1

046‑243‑5533

294 厚木市 林医院

厚木市下荻野421

046‑241‑1205

295 厚木市 箕浦メディカルクリニック

厚木市関口823‑1

046‑245‑0146

296 厚木市 宮の里クリニック

厚木市宮の里1‑2‑9

046‑242‑5001

宇山ビル3F

2F

0463‑76‑1112

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

№

市町村

医療機関名

H28.12.26現在
電話番号

所在地

297 厚木市 並木産婦人科クリニック

厚木市妻田西2‑17‑12

046‑223‑1103

298 厚木市 もうえクリニック

厚木市妻田西3‑13‑36

046‑297‑6222

299 厚木市 妻田内科クリニック

厚木市妻田西3‑17‑8

046‑223‑3121

300 厚木市 古屋産婦人科医院

厚木市妻田東2‑3‑3

046‑224‑8803

301 厚木市 ちどりこどもクリニック

厚木市妻田北3‑17‑33

046‑297‑7715

302 厚木市 黄金井形成外科小児科クリニック 厚木市七沢804

046‑248‑7777

303 厚木市 高橋内科

厚木市酒井2537

046‑229‑0188

304 厚木市 あらかわクリニック

厚木市上荻野1164‑1

046‑241‑1616

305 厚木市 住友内科医院

厚木市上荻野269‑3

046‑242‑4976

306 厚木市 せいきょうあつぎ診療所

厚木市水引2‑8‑29

046‑223‑3325

307 厚木市 厚木循環器・内科クリニック

厚木市泉町3‑5 厚木ﾌｫｰﾗﾑﾋﾞﾙ3Ｆ

046‑227‑3015

308 厚木市

厚木市船子224

046‑229‑1937

309 厚木市 とうめい厚木クリニック

厚木市船子237

046‑229‑3377

310 厚木市 イオン厚木オアシス診療所

厚木市中町1‑5‑10

311 厚木市 杉浦医院

厚木市中町1‑8‑6

046‑221‑0121

312 厚木市 ゆみの内科クリニック

厚木市中町2‑8‑7 ｸﾞﾗﾝﾃﾞ本厚木1F

046‑259‑5217

東名厚木メディカルサテライトクリニック

イオン厚木1F

313 厚木市 並木産婦人科 本厚木駅前クリニック 厚木市中町3‑1‑2

YDビル2F

046‑297‑4123

046‑224‑1108

314 厚木市 ヘルスケアクリニック厚木

厚木市中町3‑6‑17

046‑223‑1150

315 厚木市 厚木産婦人科

厚木市中町3‑9‑3

046‑221‑5166

316 厚木市 山口胃腸科クリニック

厚木市中町3‑18‑19 SANﾋﾞﾙ5F

046‑222‑0526

317 厚木市 厚木中町クリニック

厚木市中町4‑10‑2 ﾊﾗﾀﾞ中町ﾋﾞﾙ1F

046‑221‑4114

318 厚木市 星こどもクリニック

厚木市田村町6‑39

046‑294‑5666

319 厚木市 鳶尾診療所

厚木市鳶尾2‑25‑2‑106

046‑241‑7100

320 厚木市 米澤外科内科

厚木市飯山172

046‑242‑1111

321 厚木市 峯崎整形外科

厚木市飯山2120‑6

046‑243‑5522

322 厚木市 梶浦医院

厚木市飯山3601

046‑241‑1932

323 厚木市 菊池医院

厚木市毛利台2‑2‑7

046‑247‑1877

324 厚木市 池田クリニック

厚木市緑ヶ丘1‑6‑5

046‑221‑5353

325 厚木市 窪田医院

厚木市緑ヶ丘2‑5‑5

046‑221‑2200

326 厚木市 鈴木内科クリニック

厚木市林3‑6‑38

046‑297‑3131

327 大和市 川西内科クリニック

大和市中央林間3‑5‑11

328 大和市 (医)萌寿会

大和市中央林間5‑1‑3

林間クリニック

野崎ﾋﾞﾙ2F

046−278−1201
046−278−6668

329 大和市 なかむら小児科アレルギー科

大和市鶴間2‑11‑29

330 大和市 関水整形外科クリニック

大和市深見西2‑3‑28

046−200−2211

331 大和市

大和市福田2021‑2

046−279−5111

(医)つばさ会 高座渋谷つばさクリニック

332 大和市 (医)楡 にれファミリークリニック 大和市福田2028
333 大和市 (医)暉英会 須藤整形外科クリニック 大和市福田2158‑9

第2大和ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F 046−219−2223

IKOZA2F
ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ渋谷101号

046−244−0562
046−201−0822

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

№

市町村

医療機関名

334 大和市 (医)健脳会

H28.12.26現在
電話番号

所在地

たなかクリニック

335 大和市 前川内科クリニック

大和市桜森3‑7‑18

046−200−3322

大和市下鶴間2777‑5‑6

ｺﾝﾌｫｰﾙ鶴間1F 046−278−3777

336 大和市 (医)健政会 くすはら内科クリニック 大和市下鶴間521‑8 つきみ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F 046−278−5483
337 大和市 草柳クリニック

大和市草柳2‑15‑9

338 大和市 (医)眞仁会

代官クリニック

大和市代官1‑15‑7

339 大和市 (医)尚栄会

長田クリニック

大和市中央2‑2‑1

046−265−5358

代官ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ4F
ﾜｲｰﾌﾛﾝﾄ2F

046−201−0755
046−262−2500

340 大和市 黒山内科医院

大和市中央林間2‑21‑20

341 大和市 田園クリニック

大和市つきみ野3‑23‑16

046−275−8888

342 大和市 桜クリニック

大和市鶴間1‑22‑7

046−208−8511

343 大和市 泉の森クリニック

大和市西鶴間1‑19‑8

046−271−7070

344 大和市 (医)みひらクリニック

大和市福田1826‑2 ｽｶｲｽﾃｰｼｮﾝ101

046−201−2220

345 大和市 高野クリニック

大和市南林間1‑7‑9

046−277−1561

ｺｽﾓﾋﾙｽﾞ中央林間1F 046−277−9680

南林間西口第3ﾋﾞﾙ2F

346 大和市 (医)愛育会 愛育レディーズクリニック 大和市南林間2‑13‑3

046−277−3316

347 大和市 大和さくらクリニック

大和市柳橋5‑2‑3

046−206−4003

348 大和市 大和東クリニック

大和市大和東1‑4‑2‑2F

046−244−0810

349 大和市 (医)ささいクリニック

大和市大和東1‑7‑21‑3F

046−200−1717

350 大和市 山田内科小児科クリニック

大和市下鶴間1548‑3

046−276−0002

351 大和市 会沢産婦人科医院

大和市下鶴間1554

046−275−6161

352 大和市 (医)愛

大和市下鶴間1900‑14

046−275−8585

353 大和市 安野医院

大和市下鶴間2568

046−262−0311

354 大和市 大和外科内科クリニック

大和市下鶴間704‑6

046−274−1767

355 大和市

大和市下和田1331‑2

046−269−2411

356 大和市 (医)森田整形外科小児科

大和市下和田816‑1

046−269−3662

357 大和市 (医)深見台中央医院

大和市深見台3‑5‑28

046−263−6661

358 大和市 山口医院

大和市西鶴間1‑11‑12

046−274−4067

359 大和市 (医)小林国際クリニック

大和市西鶴間3‑5‑6‑110

046−263−1380

360 大和市 (医)公仁会

大和市西鶴間5‑3488‑7

046−264−3911

361 大和市 (医)家本循環器内科

大和市大和東2‑5‑12

046−261−1840

362 大和市 (医)もみの木

大和市大和南2‑6‑5

046−261−0214

大和市中央3‑8‑26

046−265−3335

大和市中央林間4‑14‑18

046−275−0110

365 大和市 さかい内科循環器クリニック

大和市中央林間4‑5‑15

046−276−8131

366 大和市 宮崎外科医院

大和市鶴間2‑10‑3

367 大和市 飯塚クリニック

大和市南林間1‑5‑8

368 大和市 (医)愛育こどもクリニック

大和市南林間2‑14‑13

046−278−3221

369 大和市 和田クリニック

大和市南林間5‑11‑25

046−274−5251

370 大和市 美和レディースクリニック

大和市南林間7‑20‑30

046−272−1103

363 大和市

今西内科

(医)新都市医療研究会「君津」会

(医)東永会

南大和病院

成和クリニック
もみの木医院

やまと内科・小児科クリニック

364 大和市 (医)三栄会

中央林間病院

ＫＴ袴田ビル２Ｆ

046−274−0263

今木ﾋﾞﾙ2F

046−278−3207

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

№

市町村

371 大和市 (医)哺育会

医療機関名
桜ヶ丘中央病院

H28.12.26現在
電話番号

所在地
大和市福田1‑7‑1

046−269−4111

372 大和市 (医)博邦会 藤沼内科クリニック 大和市福田2004‑7

046−201−0161

373 大和市 あいクリニック泌尿器科・皮膚科 大和市福田2004‑7

046−279−5670

374 大和市 南大和高座クリニック

大和市福田2021‑2

ｲｺｰｻﾞ2F

375 大和市 エイトクリニック

大和市福田2037‑6

046−268−2100

376 大和市 本多産婦人科・内科医院

大和市福田2167‑6

046−267−7222

377 大和市 雪外科医院

大和市福田3602

046−267−3828

378 大和市 (医)小児科玉井クリニック

大和市林間1‑8‑11

379 大和市 (医)菊田内科医院

大和市林間2‑1‑5

ﾌﾞﾙｰﾑﾋﾙ林間1F

046−269−7111

046−277−3030
046−274−0030

380 伊勢原市 おのぼり小児科ｱﾚﾙｷﾞｰ科クリニック 伊勢原市池端182‑1

0463‑92‑8080

381 伊勢原市 ひまわりクリニック

伊勢原市石田224‑11

0463‑90‑2203

382 伊勢原市 秋澤医院

伊勢原市石田605‑1

0463‑95‑0681

383 伊勢原市 おおたレディースクリニック

伊勢原市伊勢原2‑2‑12

0463‑93‑0383

384 伊勢原市 飯塚医院

伊勢原市伊勢原2‑5‑16

0463‑95‑0021

385 伊勢原市 梶山内科クリニック

伊勢原市伊勢原3‑16‑2

0463‑97‑2882

386 伊勢原市 井上医院

伊勢原市伊勢原3‑19‑21

0463‑95‑0067

387 伊勢原市 松井小児科医院

伊勢原市伊勢原1‑3‑34

0463‑92‑7721

388 伊勢原市 山田内科胃腸科クリニック

伊勢原市板戸897‑1

0463‑91‑2826

389 伊勢原市 吉澤医院

伊勢原市上粕屋351‑1

0463‑95‑0063

390 伊勢原市 坂間医院

伊勢原市神戸538

0463‑95‑0068

391 伊勢原市 松木内科消化器科クリニック

伊勢原市桜台1‑20‑10‑1F

0463‑90‑3311

392 伊勢原市 堀江医院

伊勢原市桜台1‑2‑13

0463‑95‑5011

393 伊勢原市 いせはら泌尿器クリニック

伊勢原市桜台2‑1‑32

0463‑97‑7772

394 伊勢原市 伊勢原協同病院

伊勢原市桜台2‑17‑1

0463‑94‑2111

395 伊勢原市 東内科医院

伊勢原市桜台4‑12‑11

0463‑93‑1311

396 伊勢原市 伊勢原石田内科クリニック

伊勢原市高森1325

0463‑92‑6771

397 伊勢原市 片山医院

伊勢原市高森2‑3‑7

0463‑95‑0030

398 伊勢原市 野地医院

伊勢原市高森3‑2‑9

0463‑93‑4114

399 伊勢原市 坂下医院

伊勢原市八幡台1‑14‑1

0463‑95‑2222

400 伊勢原市 やはたウィメンズクリニック

伊勢原市東大竹1539‑1

0463‑98‑1103

401 伊勢原市 市川こどもクリニック

伊勢原市東大竹1544‑3

0463‑86‑5665

402 海老名市 こっこ こどもクリニック

海老名市河原口２−３０−２８

046‑292‑0115

403 海老名市 やよいクリニック

海老名市国分北1‑38‑28

046‑233‑8419

404 海老名市 やまなかクリニック

海老名市国分南３−８−１３

046‑236‑5250

405 海老名市 宍戸医院

海老名市国分寺台５−１３−１１

046‑231‑7823

406 海老名市 原田循環器･内科クリニック

海老名市中央１−１３−１

046‑236‑6080

407 海老名市 愛和レディースクリニック

海老名市中央２−８−８

046‑210‑7511

マンションビスタリカ101号

池田ビル2FA

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

№

市町村

医療機関名

H28.12.26現在
電話番号

所在地

408 海老名市 海老名レディースクリニック

海老名市中央2‑9‑50

409 海老名市 海老名呼吸器科クリニック

海老名市中央３−３−１

410 海老名市 第２海老名レディースクリニック

海老名市中央３−３−１

411 海老名市 海老名田島クリニック

海老名市中央３−３−１８

412 海老名市 海老名ハートクリニック

海老名市中新田４０６

046‑236‑6085

413 海老名市 もり整形外科眼科

海老名市東柏ケ谷２−２９−１６−１０１

046‑234‑5565

414 海老名市 海老名あおばクリニック

海老名市本郷２２０９−２

046‑238‑6246

415 海老名市 海老名メディカルプラザ

海老名市中新田４３９−１

046‑292‑0222

416 海老名市 大島クリニック

海老名市河原口１−１−１４

046‑236‑3000

417 海老名市 さつき町診療所

海老名市河原口３９１−２

046‑232‑3821

418 海老名市 海老名皮ふ科クリニック

海老名市中央２−１−１６

419 海老名市 内科小児科

海老名市国分寺台１−１８−１

046‑232‑0550

420 海老名市 横山クリニック

海老名市国分寺台５−１３−１

046‑232‑6767

421 海老名市 海老名中央医院

海老名市国分南３−６−１７

046‑231‑4776

422 海老名市 大澤クリニック

海老名市国分北１−４−1６

046‑235‑5000

423 海老名市 玉井小児科神経クリニック

海老名市上今泉４−１３−１８

046‑233‑7005

424 海老名市 のざわ小児科内科医院

海老名市杉久保北４−１３−１４

046‑238‑9957

425 海老名市 腎健クリニック

海老名市中央１−８−６

046‑231‑8151

426 海老名市 川島内科クリニック

海老名市中央３−１−５

046‑232‑7111

427 海老名市 オアシス湘南クリニック

海老名市中河内１２７５

046‑237‑3733

428 海老名市 くの小児科医院

海老名市東柏ヶ谷１−２４−６

046‑233‑3221

429 海老名市 まなべ小児科クリニック

海老名市東柏ヶ谷３−１３−６

046‑234‑8331

430 海老名市 佐藤クリニック

海老名市東柏ヶ谷６−１５−５

046‑233‑2211

431 海老名市 たちばなクリニック

海老名市浜田町２３−１５

046‑234‑7554

432 座間市 内山整形外科医院

座間市入谷４−２５９８−１２

046‑253‑4333

433 座間市 金子産婦人科医院

座間市入谷４−２６９０−２９

046‑255‑3541

434 座間市 宮本内科小児科

座間市入谷４−５０２３−５

046‑255‑5222

435 座間市 小島小児科

座間市入谷５‑２６２８‑５

046‑255‑0066

436 座間市 さとだ内科クリニック

座間市入谷５−１６８４−３

046‑259‑1187

437 座間市 井上整形外科

座間市入谷５−１８０９

046‑256‑1177

438 座間市 伊藤クリニック

座間市入谷５−１８８１−５８

046‑257‑2261

439 座間市 入澤クリニック

座間市相模が丘１−１８−２６

042‑748‑7131

440 座間市 いかり皮膚科クリニック

座間市相模が丘２−３９−２９

046‑257‑8989

441 座間市 鴇田医院

座間市相模が丘３−５３−１０

046‑251‑2205

442 座間市 佐藤内科医院

座間市相模が丘４−１９−１８

046‑252‑1777

443 座間市 相模が丘内科

座間市相模が丘５−４２−１０

042‑742‑6866

444 座間市 塚原クリニック

座間市相模が丘５−５−７

042‑705‑9555

北川医院

海老名ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ24F

046‑236‑1105

５F

046‑236‑1159

駅前クリニックモールビル4F

046‑292‑1107

中村第一ビル１F

２Ｆ

046‑233‑1313

046‑236‑1112
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445 座間市 相模台病院

座間市相模が丘６−２４−２８

046‑256‑0011

446 座間市 菊田医院

座間市さがみ野３−１−１２

046‑253‑1234

447 座間市 浅利クリニック

座間市座間２−２３６−４

046‑255‑8611

448 座間市 代田産婦人科医院

座間市相武台１−２０−２１

046‑253‑3511

449 座間市 相武台ニーレンクリニック

座間市相武台１−３５−１０

046‑298‑2552

450 座間市 馬来内科胃腸外科

座間市相武台２−３８−３１

046‑255‑3228

451 座間市 降矢医院

座間市相武台３−１８−５１

046‑251‑1364

452 座間市 たかはしクリニック

座間市相武台3‑42‑61それいゆ相武台1F

046‑257‑7737

453 座間市 座間小児科診療所

座間市立野台２−２０−２４

046‑251‑2365

454 座間市 竹川胃腸科医院

座間市立野台２−３−６

046‑254‑3166

455 座間市 鳥羽内科

座間市ひばりが丘１−２９−１

046‑255‑2732

456 座間市 前田医院

座間市ひばりが丘３−８−７

046‑251‑3137

457 座間市 広井内科医院

座間市緑ケ丘４−７−７

046‑254‑8307

458 南足柄市 奥津医院

南足柄市生駒381

0465‑74‑0024

459 南足柄市 こうの内科クリニック

南足柄市岩原180‑1

0465‑73‑2218

460 南足柄市 南足柄クリニック

南足柄市関本565‑5

0465‑72‑7701

461 南足柄市 河野医院

南足柄市関本611

0465‑74‑0391

462 南足柄市 鈴木医院

南足柄市関本930

0465‑74‑0021

463 南足柄市 吉沢医院

南足柄市千津島2437

0465‑74‑2222

464 南足柄市 光生診療所

南足柄市塚原1407

0465‑74‑4671

465 南足柄市 緑陰診療所

南足柄市塚原4350‑1

0465‑73‑3470

466 南足柄市 石川医院

南足柄市塚原710‑2

0465‑72‑1230

467 南足柄市 大内病院

南足柄市中沼594‑1

0465‑74‑1515

468 南足柄市 いのうえクリニック

南足柄市沼田97‑1ララミー1F

0465‑71‑1311

469 南足柄市 上野医院

南足柄市壗下1019‑9

0465‑74‑1204

470 南足柄市 柴田産婦人科クリニック

南足柄市壗下440‑2

0465‑74‑1135

471 南足柄市 武尾医院

南足柄市塚原2641

0465‑74‑0235

472 綾瀬市 共ヶ岡診療所

綾瀬市大上３−２０−２３

0467‑78‑1598

473 綾瀬市 島田外科・内科

綾瀬市上土棚中６−１４−２６

0467‑76‑0006

474 綾瀬市 吉﨑医院

綾瀬市上土棚南６−４−５

0467‑78‑8854

475 綾瀬市 菅原医院

綾瀬市小園南１−１１−１３

0467‑77‑0885

476 綾瀬市 原クリニック

綾瀬市寺尾釜田１−１−８

0467‑79‑8348

477 綾瀬市 おかもと小児科

綾瀬市寺尾中１−８−７

0467‑70‑3994

478 綾瀬市 緒方医院

綾瀬市寺尾中３−１０−１３

0467‑78‑1555

479 綾瀬市 市川医院

綾瀬市寺尾南１−６−１７

0467‑78‑7311

480 綾瀬市 綾瀬厚生病院

綾瀬市深谷３８１５

0467‑77‑5111

481 綾瀬市 かしわぎクリニック

綾瀬市深谷３９５０−１

0467‑71‑0307

１Ｆ
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482 綾瀬市 茂木産婦人科医院

綾瀬市深谷中４−１４−６

0467‑78‑0300

483 綾瀬市 紀医院

綾瀬市深谷中６−１９−１８

0467‑78‑0327

484 綾瀬市 比留川医院

綾瀬市深谷南１−６−３

0467‑79‑0355

485 葉山町 加藤メディカルアーツクリニック 葉山町一色１５３２

０４６‑８７５‑１５５２

486 葉山町 葉山のむらクリニック

葉山町一色２０１１

０４６‑８７５‑８６１５

487 葉山町 （医療生協）葉山クリニック

葉山町上山口３１８２

０４６‑８７８‑８２００

488 葉山町 森戸海岸三浦クリニック

葉山町堀内１１６３‑７

０４６‑８７６‑７８８１

489 葉山町 （医）竹田医院

葉山町堀内１４２６−４

０４６‑８７６‑１９３９

490 葉山町 ののはなクリニック

葉山町堀内１７３５‑５２

０４６‑８２７‑６３２１

491 葉山町 斉藤内科医院

葉山町堀内１８１０

０４６‑８７５‑０５０５

492 葉山町 岩﨑クリニック

葉山町堀内８２５‑３

０４６‑８７５‑００３６

493 葉山町 ホリスティックメディカルクリニック 葉山町堀内８９５‑６

０４６‑８７７‑５０２０

494 葉山町 長柄診療所

葉山町長柄８４９

０４６‑８８４‑８５６０

495 寒川町 さむかわ富田クリニック

寒川町一之宮2‑23‑11

0467−72−5777

496 寒川町 広田内科クリニック

寒川町一之宮8‑14‑11

0467−74−2231

497 寒川町 玉井産婦人科・小児科

寒川町岡田5‑5‑8湘南寒川医療モール4F 0467−74−2920

498 寒川町 寒川岡田クリニック

寒川町岡田6‑10‑20

0467−74−0052

499 寒川町 五島クリニック

寒川町倉見2197

0467−74−8180

500 寒川町 永田外科

寒川町倉見3793‑3

0467−75−6075

501 寒川町 横山外科胃腸科

寒川町田端1159

0467−74−7707

502 寒川町 寒川病院

寒川町宮山193

0467−75−6680

503 寒川町 神部医院

寒川町宮山3035

0467−74−5000

504 大磯町 グリーン内科クリニック

中郡大磯町大磯

１１１５

0463‑60‑3131

505 大磯町 ひよこクリニック

中郡大磯町大磯

１６５４−３

0463‑61‑7963

506 大磯町 大谷クリニック

中郡大磯町大磯

９６２−１

0463‑60‑3111

507 大磯町 大磯ハートクリニック

中郡大磯町国府新宿

508 大磯町 東海大学大磯病院

中郡大磯町月京

２１−１

0463‑72‑3211

509 大磯町 月京クリニック

中郡大磯町月京

９−１１

0463‑71‑2321

510 二宮町 二宮胃腸内科クリニック

中郡二宮町中里

９８９−７

0463‑73‑2911

511 二宮町 住田医院

中郡二宮町二宮

１２２−８

0463‑71‑0179

512 二宮町 西山クリニック

中郡二宮町二宮

１２８５−１

0463‑71‑1212

513 二宮町 二宮しおみクリニック

中郡二宮町二宮

４７９−５

0463‑70‑6288

514 二宮町 たけすえ小児科

中郡二宮町二宮

９０４

0463‑71‑9735

515 二宮町 さくら診療所

中郡二宮町二宮

１４２１−２

0463‑74‑6724

516 二宮町 百合が丘クリニック

中郡二宮町百合が丘

２−１−２

0463‑73‑0082

517 二宮町 加藤クリニック

中郡二宮町百合が丘

２−４−１

0463‑71‑8443

518 二宮町 浅野クリニック

中郡二宮町百合が丘

３−５−２

0463‑72‑0720

５４７

0463‑70‑1110

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

№

市町村

医療機関名

所在地

H28.12.26現在
電話番号

519 中井町 なかいファミリークリニック

中井町井ノ口1876‑1

0465‑81‑8822

520 中井町 朝長医院

中井町北田529‑7

0465‑81‑1118

521 中井町 りゅう医院

中井町比奈窪35

0465‑81‑0223

522 大井町 武田耳鼻咽喉科クリニック

大井町金子1375

0465‑83‑7733

523 大井町 佐藤病院

大井町金子1922‑3

0465‑83‑5611

524 大井町 まえかわクリニック

大井町金子2601‑1

0465‑86‑0777

525 大井町 渥美医院

大井町金子48

0465‑82‑2539

526 大井町 堀内医院

大井町金子849‑1

0465‑82‑1301

527 大井町 大井町クリニック

大井町上大井409‑5

0465‑82‑8971

528 大井町 瀬戸クリニック

大井町山田1133

0465‑82‑7886

529 松田町 田村小児科医院

松田町松田庶子1532

0465‑82‑1710

530 松田町 山田内科医院

松田町松田庶子1543‑1

0465‑83‑0061

531 松田町 佐藤内科医院

松田町松田惣領1333

0465‑82‑0565

532 松田町 県立足柄上病院

松田町松田惣領866‑1

0465‑83‑0351

533 松田町 まごころ内科整形外科クリニック 松田町松田惣領992‑1

0465‑83‑1789

534 松田町 松田町国保診療所

松田町寄2538

0465‑89‑2119

535 山北町 飛彈クリニック

山北町向原150

0465‑75‑1717

536 山北町 町立山北診療所

山北町谷峨1018‑20

0465‑77‑2281

537 山北町 おおり医院

山北町山北192

0465‑75‑0056

538 山北町 ねもと総合内科クリニック

山北町山北711‑32

0465‑75‑0095

539 開成町 白鷗医院

開成町牛島270

0465‑82‑0890

540 開成町 岡部医院

開成町吉田島2819

0465‑82‑5569

541 開成町 松元医院

開成町吉田島408

0465‑82‑0845

542 開成町 樹こどもクリニック

開成町吉田島4320‑2

543 開成町 開成駅光クリニック

開成町吉田島4351‑9 藤与駅前ビル4階

0465‑83‑2701

544 開成町 小泉クリニック

開成町吉田島4352‑3

0465‑82‑1117

545 開成町 おくやま小児科

開成町みなみ1‑22‑3

0465‑85‑1717

546 箱根町 土屋医院

足柄下郡箱根町湯本613

0460‑85‑5034

547 箱根町 郷医院箱根小涌園診療所

足柄下郡箱根町二の平1274−84

0460‑82‑2672

548 真鶴町 朝倉医院

足柄下郡真鶴町岩143‑1

0465‑68‑0700

足柄下郡湯河原町宮上438

0465‑63‑2211

550 湯河原町 YKいわさきｸﾘﾆｯｸ

足柄下郡湯河原町中央1‑22‑7

0465‑60‑0788

551 湯河原町 後藤耳鼻咽喉科クリニック

足柄下郡湯河原町中央2−5−6

0465‑62‑8777

552 湯河原町 山崎小児科医院

足柄下郡湯河原町土肥1−14−4

0465‑62‑7361

553 湯河原町 草柳小児科医院

足柄下郡湯河原町土肥2ー5ー6

0465‑63‑4600

554 湯河原町 湯河原胃腸病院

足柄下郡湯河原町土肥4−3−1

0465‑62‑7181

555 愛川町 関根医院

愛川町角田1345‑1

046‑286‑5431

549 湯河原町 独立行政法人地域医療機能推進機構

湯河原病院

3Ｆ

0465‑85‑1111

神奈川県風しん抗体検査協力医療機関一覧
＊医療機関ごとに検査実施日等が異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせをお願いします。

№

市町村

医療機関名

所在地

H28.12.26現在
電話番号

556 愛川町 さくらクリニック

愛川町中津1814‑1

046‑284‑1002

557 愛川町 愛川クリニック

愛川町中津2035‑1

046‑284‑5225

558 愛川町 熊坂外科呼吸器科医院

愛川町中津7417

046‑285‑1139

559 愛川町 ユノクリニック

愛川町中津818‑1

046‑284‑2111

560 愛川町 和田医院

愛川町田代108

046‑281‑3688

561 愛川町 八木クリニック

愛川町半原2724‑1

046‑280‑1888

562 愛川町 岡本医院

愛川町半原4431

046‑281‑0114

563 清川村 神奈川県立煤ヶ谷診療所

清川村煤ヶ谷1706

046‑288‑1352

