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さいせいかいよこはましとうぶびょういん

よこはましつるみくしもすえよし

045-576-3000

さいせいかいかながわけんびょういん

よこはましかながわくとみやちょう

045-432-1111

さいせいかいひがしかながわりはびりてーしょんびょういん

よこはまし かながわく

045-324-3600

みなとまちしんりょうじょ

よこはましかながわくきんこうちょう

045-453-3673

よこはまちゅうおうびょういん

よこはましなかくやましたちょう

045-641-1921

よこはましりつ

よこはましなかくしんやました

045-628-6100

よこはましなかくばんだいちょう

045-681-5101

よこはましみなみくうらふねちょう

045-261-5656

よこはましみなみくむつかわ

045-711-2351

かながわけんりつせいしんいりょうせんたー

よこはましこうなんくせりがや

045-822-0241

さいせいかい
よこはまし なんぶ びょういん

よこはましこうなんくこうなんだい

045-832-1111

よこはましりつしみんびょういん

よこはましかながわく

045-316-4580

せいんまりあんないかだいがくよこはましせいぶびょういん

よこはましあさひくやさしちょう

045-366-1111

かながわけんりつ

よこはましあさひくなかお

045-520-2222

こうしんかい しおみだいびょういん

よこはましいそごくしおみだい

045-761-3581

よこはましりつのうそっちゅう・しんけいせきついせんたー

よこはましいそごくたきがしら

045-753-2500

よこはましりつだいがくふぞくびょういん

よこはましかなざわくふくうら

045-787-2800

かながわけんりつじゅんかんきこきゅうきびょうせんたー

よこはましかなざわくとみおかひがし

045-701-9581

よこはまろうさいびょういん

よこはましこうほくくこづくえちょう

045-474-8111

よこはましそうごうりはびりてーしょんせんたー

よこはましこうほくくとりやまちょう

045-473-0666

しょうわだいがくふじがおかびょういん・りはびりてーしょんびょういん

よこはましあおばくふじがおか

045-971-1151

1 済生会横浜市東部病院
2 済生会神奈川県病院

3 済生会東神奈川リハビリテーション病院
4 港町診療所

横浜市鶴見区下末吉3-6-1
横浜市神奈川区富家町6-6
にしかながわ

横浜市神奈川区西神奈川1-13-10
横浜市神奈川区金港町7-6

5 横浜中央病院

横浜市中区山下町268

せきじゅうじびょういん

6 横浜市立みなと赤十字病院
よこはまほすぴたる

7 ふれあい横浜ホスピタル
よこはましりつだいがくふぞく

しみんそうごういりょうせんたー

8 横浜市立大学附属 市民総合医療センター
かながわけんりつ

いりょうせんたー

9 神奈川県立こども医療センター
10 神奈川県立精神医療センター
11 済生会横浜市南部病院
12 横浜市立市民病院

13 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
せんたー

14 神奈川県立がんセンター
15 康心会 汐見台病院

16 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
17 横浜市立大学附属病院

18 神奈川県立循環器呼吸器病センター
19 横浜労災病院

20 横浜市総合リハビリテーションセンター
21 昭和大学藤が丘病院・リハビリテーション病院
え だ きねん びょういん

22 江田記念病院

横浜市中区新山下3-12-1
横浜市中区万代町2-3-3
横浜市南区浦舟町4-57
横浜市南区六ッ川2-138-4
横浜市港南区芹が谷2-5-1
横浜市港南区港南台3-2-10
みつざわにしまち

横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1
横浜市旭区矢指町1197-1
横浜市旭区中尾2-3-2
横浜市磯子区汐見台1-6-5
横浜市磯子区滝頭1-2-1
横浜市金沢区福浦3-9
横浜市金沢区富岡東6-16-1
横浜市港北区小机町3211
横浜市港北区鳥山町1770
横浜市青葉区藤が丘1-30
よこはましあおばく

のみなみ

横浜市青葉区あざみ野南1-1

045-912-0111

しょうわだいがくよこはまし ほくぶ びょういん

よこはましつづきくちがさきちゅうおう

045-949-7000

こくりつびょういんきこうよこはまいりょうせんたー

よこはましとつかくはらじゅく

045-851-2621

よこはま さかえきょうさい びょういん

よこはましさかえくかつらちょう

045-891-2171

こくさいしんぜんそうごうびょういん

よこはましいずみくにしがおか

045-813-0221

おおたそうごうびょういん

かわさきしかわさきくにっしんちょう

044-244-0131

かわさきしりつかわさきびょういん

かわさきしかわさきくしんかわどおり

044-233-5521

かわさき きょうどう びょういん

かわさきしかわさきくさくらもと

044-299-4781

みやがわ びょういん

かわさきしかわさきくだいしえきまえ

044-222-3255

にほん こうかんびょういん

かわさきしかわさきくこうかんどおり

044-333-5591

かわさきし なんぶ ちいき りょういくせんたー

かわさきしかわさきくなかじま

044-211-3181

かわさきさいわいびょういん

かわさきしさいわいくおおみやちょう

044-544-4611

かわさきしりついだびょういん

かわさきしなかはらくいだ

044-766-2188

にほんいかだいがくむさしこすぎびょういん

かわさきしなかはらくこすぎまち

044-733-5181

23 昭和大学横浜市北部病院

24 国立病院機構横浜医療センター
25 横浜栄共済病院

26 国際親善総合病院
27 太田総合病院

28 川崎市立川崎病院
29 川崎協同病院
30 宮川病院

31 日本鋼管病院

32 川崎市南部地域療育センター
33 川崎幸病院

34 川崎市立井田病院
35 日本医科大学武蔵小杉病院

横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1
横浜市戸塚区原宿3-60-2
横浜市栄区桂町132
横浜市泉区西が岡1-28-1
川崎市川崎区日進町1-50
川崎市川崎区新川通12-１
川崎市川崎区桜本2-1-5
川崎市川崎区大師駅前2-13-13
川崎市川崎区鋼管通1-2-1
川崎市川崎区中島3-3-1
川崎市幸区大宮町31-27
川崎市中原区井田2-27-1
川崎市中原区小杉町1-396
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せいまりあんないかだいがくとうよこびょういん

かわさきしなかはらくこすぎまち

044-722-2121

かんとう ろうさい びょういん

かわさきしなかはらくきづきすみよしちょう

044-411-3131

せいまりあんないかだいがくびょういん

かわさきしみやまえくすがお

044-977-8111

かわさきしりつたまびょういん

かわさきしたまくしゅくがわら

044-933-8111

さがみはらきょうどうびょういん

さがみはらし

042-761-6020

きたさとだいがくびょういん

さがみはらしみなみくきたざと

042-778-8111

にほんいりょうでんどうかいそうごうびょういんきぬがさびょういん

よこすかし

046-852-1182

よこすかしりつ

よこすかしうわまち

046-823-2630

よこすかしながさか

046-856-3136

よこすかしりょういくそうだんせんたー

よこすかしおがわまち

046-822-6741

よこすかきょうさいびょういん

よこすかしよねがはまどおり

046-822-2710

ひらつかしみんびょういん

ひらつかしなんばら

0463-32-0015

さいせいかいしょうなんひらつかびょういん

ひらつかしみやまつちょう

0463-71-6161

しょうなんかまくらそうごうびょういん

かまくらしおかもと

0467-46-1717

しょうなんふじさわとくしゅうかいびょういん

ふじさわしつじどうかんだい

0466-35-1177

ふじさわしょうなんだいびょういん

ふじさわしたかくら

0466-44-1451

かながわけんりつそうごうりょういくそうだんせんたー

ふじさわしかめいの

0466-84-5700

ふじさわしみんびょういん

ふじさわしふじさわ

0466-25-3111

おだわらしりつびょういん

おだわらしくの

0465-34-3175

そが

びょういん

おだわらしそがきし

0465-42-1630

ちがさきしりつびょういん

ちがさきしもとむら

0467-52-1111

はだのせきじゅうじびょういん

はだのしたてのだい

0463-81-3721

あつぎしりつびょういん

あつぎしみずひき

046-221-1570

かながわりはびりてーしょんびょういん

あつぎしななさわ

046-249-2503

とうめいあつぎ びょういん

あつぎしふなこ

36 聖マリアンナ医科大学東横病院
37 関東労災病院

川崎市中原区木月住吉町1-1

38 聖マリアンナ医科大学病院
39 川崎市立多摩病院

川崎市宮前区菅生2-16-1
川崎市多摩区宿河原1-30-37

40 相模原協同病院

みどりくはしもとだい

相模原市緑区橋本台4-3-1

41 北里大学病院

相模原市南区北里1-15-1

42 日本医療伝道会総合病院衣笠病院
びょういん

43 横須賀市立うわまち病院
よこすかしりつ

川崎市中原区小杉町3-435

しみん びょういん

44 横須賀市立市民病院

45 横須賀市療育相談センター
46 横須賀共済病院
47 平塚市民病院

48 済生会湘南平塚病院
49 湘南鎌倉総合病院

50 湘南藤沢徳洲会病院
51 藤沢湘南台病院

52 神奈川県立総合療育相談センター
53 藤沢市民病院

54 小田原市立病院
55 曽我病院

56 茅ヶ崎市立病院
57 秦野赤十字病院
58 厚木市立病院

59 神奈川リハビリテーション病院
60 東名厚木病院

あつぎくりにっく

こやべ

横須賀市小矢部2-23-1
横須賀市上町2-36
横須賀市長坂1-3-2
横須賀市小川町16
横須賀市米が浜通1-16
平塚市南原1-19-1
平塚市宮松町18-1
鎌倉市岡本1370-1
藤沢市辻堂神台1-5-1
藤沢市高倉2345
藤沢市亀井野3119
藤沢市藤沢2-6-1
小田原市久野46
小田原市曽我岸148
茅ヶ崎市本村5-15-1
秦野市立野台1-1
厚木市水引1-16-36
厚木市七沢516
ばんち

厚木市船子232番地

046-229-1771

あつぎしふなこ

046-229-3377

しょうなんあつぎびょういん

あつぎしぬるみず

046-223-3636

やまととくしゅうかいびょういん

やまとしちゅうおう

046-264-1111

とうかいだいがくいがくぶふぞくびょういん

いせはらししもかすや

0463-93-1121

いせはらきょうどうびょういん

いせはらしたなか

0463-94-2111

えびなそうごうびょういん

えびなしかわらぐち

046-233-1311

ざまそうごうびょういん

ざましそうぶだい

046-251-1311

はやまはーとせんたー

みうらぐんはやままちしもやまぐち

046-875-1717

とうかいだいがくいがくぶふぞくおおいそびょういん

なかぐんおおいそまちがっきょう

0463-72-3211

かながわけんりつあしがらかみびょういん

あしがらかみぐんまつだまちまつだそうりょう

0465-83-0351

61 とうめい厚木クリニック
62 湘南厚木病院

63 大和徳洲会病院

64 東海大学医学部付属病院
65 伊勢原協同病院
66 海老名総合病院
67 座間総合病院

68 葉山ハートセンター
69 東海大学医学部付属大磯病院
70 神奈川県立足柄上病院

厚木市船子237
厚木市温水118-1
大和市中央4-4-12
伊勢原市下糟屋143
伊勢原市田中345
海老名市河原口1320
座間市相武台1-50-1
三浦郡葉山町下山口1898-1
中郡大磯町月京21-1
足柄上郡松田町松田惣領866-1

