
令和３年度神奈川県外国⼈患者受⼊れ拠点医
療機関の選出募集（案）について

R３.３.４
神奈川県医療課

資料２



＜説明概要＞

１ 外国⼈患者受⼊れ拠点医療機関の選出要件 P２〜３
① 国の選出要件
② 県の選出要件

２ 選出（募集）に向けた課題と対応 P４〜６

３ 令和３年度選出（募集）スケジュール（案） P７〜８

※議題１の「本⽇、ご意⾒をいただきたい視点」でお⽰しした「拠点医療機関の更なる確
保」（拠点医療機関の量と質の確保）について、併せてご意⾒を賜りたいと存じます。

（参考）
◎ 神奈川県外国⼈患者受⼊れ拠点医療機関（計51）⼀覧（令和2年度）
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１ 外国⼈患者受⼊れ拠点医療機関の選出要件 ①国の選出要件

＜選出要件＞ 外国⼈患者を受け⼊れる拠点的な医療機関
【区分１】 ⼊院を要する救急患者に対応可能な医療機関

①選出単位・選出件数︓都道府県で１か所以上
②選出対象医療機関 ︓⼆次以上の救急医療機関
③⾔語対応︓多⾔語での対応が可能であること

【区分２】 外国⼈患者を受⼊可能な医療機関（診療所・⻭科診療所を含む）
①選出単位・選出件数︓⼆次医療圏で１か所以上

・オリンピック・パラリンピックの開催地を含む医療圏
・訪⽇外国⼈旅⾏者の多い医療圏
・在留外国⼈の多い医療圏
・その他、都道府県が早急に選出すべきと考える医療圏

②選出対象医療機関 ︓医療機関（診療所・⻭科診療所を含む）
③⾔語対応︓多⾔語での対応が可能であること



本県の選出要件
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＜本県の独自要件＞
◆保険医療機関であること ⇒ 医療のプロセス・質の確保（療養担当規則遵守義務）
◆「望ましい要件」の設定（要件に該当していなくても選出可）

・対応可能な外国語が、２か国語以上であること（例︓英語＋中国語、英語＋韓国語など）
・キャッシュレス決済が可能であること（クレジットカード、スマートフォン決済など）

１ 外国⼈患者受⼊れ拠点医療機関の選出要件 ②県の選出要件

選出要件 要 件 詳 細 備 考

⼊院を要する救急患者に対応可能な医療機関 望ましい要件

下記(1)から(3）の要件全てを満たす医療機関
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)⼆次以上の救急医療機関※に指定されていること
 ※救命救急センター、地域医療⽀援病院、救急病院・診療所、病院群輪番制参加病院
(3)少なくとも英語による診療が可能であること
（通常診療時間内に医師が直接英語で診察、または、⽇英通訳者を介した診療が可能であること）

診療所・⻭科診療所も含む外国⼈患者を受⼊可能な医療機関
下記(1)から(3）の要件全てを満たす医療機関
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)原則、⼆次以上の救急医療機関に指定されていないこと
 ※救急医療の機能分化の観点から、⼆次以上の救急医療機関は選出区分１での選出が望ましいこと
(3)少なくとも英語による診療が可能であること
（通常診療時間内に医師が直接英語で診察、または、⽇英通訳者を介した診療が可能であること）

区分１

次に記載する項目は、必須要件ではあり
ませんが、訪⽇外国⼈旅⾏者患者等が安
心して受診できる体制を確保するため、
「望ましい要件」として設定。
【望ましい要件】
〇左記、区分１・２の（3)において、対
応可能な外国語が２か国語以上であるこ
と（例︓英語＋中国語、英語＋韓国語な
ど）

〇キャッシュレス決済が可能であること
（クレジットカード、スマートフォン決済な
ど）
※「望ましい要件」に該当しなくても選
出は可能。

区分２



【個別通知対象︓区分１】
区分１の個別通知対象は、⼀般病床２００床以上（原則、紹介状による初診）の計７機関とする。
①平塚共済病院 （平塚 ︓⼀般441床、救急病院・地域医療⽀援病院 25診療科）
②平塚市⺠病院 （平塚 ︓⼀般410床、救急病院・地域医療⽀援病院、救命救急C 29診療科）
③東海⼤学⼤磯病院 （⼤磯 ︓⼀般312床、救急病院 23診療科）
④国⽴病院機能神奈川病院（秦野 ︓⼀般320床、救急病院、地域医療⽀援病院 20診療科）
⑤秦野⾚⼗字病院 （秦野 ︓⼀般320床、救急病院 18診療科）
⑥伊勢原協同病院 （伊勢原︓⼀般350床、救急病院、地域医療⽀援病院 29診療科）
⑦東海⼤学医学部付属病院（伊勢原︓⼀般804床、特定機能病院、⾼度救命救急C 35診療科）

２ 選出（募集）に向けた課題と対応①
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拠点
区分

課 題 課題への対応
備考

（個別通知数）

区分１

〇「湘南⻄部」地域に拠点医療
機関がない。

〇 「湘南⻄部」地域の⼆次・三次救急医療機関※あて個別通知（必要に
 応じ、個別訪問）し、選出（募集）を促す。

※⼀般病床200床以上の救急医療機関
【医科】
 病院︓７機関

区分２

〇「相模原」、「湘南東部」、
「県⻄」地域に拠点医療機関が
ない。
〇 ⻭科診療所が少ない。

● ①左記三地域、②外国籍住⺠⽐率2.5％以上地域（16市区町）にお
い
 て、英語以外の⾔語にも対応可能な医療機関※あて個別通知し、選出
(募集）を促す。

※病院については、⼀般病床200床未満から抽出

【医科】 ①
 病院︓11機関
【診療所】②
 医科︓35機関
 ⻭科︓67機関
計①＋②113機関

令和３年度の選出（募集）に向けた課題と対応

※かながわ医療検索サービスの「対応することができる外国語の種類」で、外国籍住⺠に占める割合が⾼い、中国語、韓国語・朝鮮語、ベトナム語、
タガログ語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ国籍）、スペイン語（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ国籍）のうち１⾔語以上で対応可能である旨、公表している医療機関（令和3年2⽉1⽇現在）



【個別通知対象︓区分２】
◆ 外国籍住⺠⽐率が⾼い地域（16市区町）を重点に個別通知を実施 計７９機関

∟ 病院９、医科診療所２５、⻭科診療所４５
◆ 「相模原」、「湘南東部」、「県⻄」では１か所以上の確保を図るため、個別通知を実施 計３４機関

∟ 病院２、医科診療所１０、⻭科診療所２２
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２ 選出（募集）に向けた課題と対応②

（補足）

〇 外国籍住⺠への⽇常診療（かかりつけ機能）を担う
拠点医療機関（区分２）を確保するため、⼀般病床
２００床未満※の病院で、英語以外の⾔語にも対応で
きる次の１１病院を抽出

※初診時に紹介状がなくても定額負担がかからない。

＜区分︓病院＞
①佐藤病院 （南区 ︓⼀般56床・10診療科）
②松島病院 （⻄区 ︓⼀般117床・6診療科）
③徳⽥病院 （鶴⾒区 ︓⼀般60床・6診療科）
④汐⽥総合病院 （鶴⾒区 ︓⼀般158床・26診療科）
⑤⽥村外科病院 （幸区 ︓⼀般33床・８診療科）
⑥ＡＯＩ国際病院（川崎区 ︓⼀般148床・30診療科）
⑦近藤病院 （厚⽊市 ︓⼀般111床・8診療科）
⑧南⼤和病院 （⼤和市 ︓⼀般140床・26診療科）
⑨中央林間病院 （⼤和市 ︓⼀般109床・21診療科）
⑩丘整形外科病院（相模原市︓⼀般33床・７診療科）
⑪藤沢御所⾒病院（藤沢市 ︓⼀般56床・14診療科）

医科 歯科

中区 0 5 7 12
南区 1 2 3 6
西区 1 2 0 3
鶴見区 2 3 3 8
神奈川区 0 1 3 4
磯子区 0 2 2 4
保土ヶ谷区 0 0 2 2
川崎区 1 0 5 6
幸区 1 2 2 5

厚木市 ― 1 1 7 9
大和市 ― 2 6 2 10
伊勢原市 ― 0 0 3 3
綾瀬市 ― 0 0 2 2
中井町 ― 0 1 0 1
箱根町 ― 0 0 2 2
愛川町 ― 0 0 2 2

9 25 45 79
相模原地域 ― 1 5 12 18
湘南東部 ― 1 4 6 11

県西（箱根町以外） 0 1 4 5

11 35 67 113

＜区分２＞選出（募集）個別通知対応（地域別）

小　計

合　計

川崎市

計

外

国

人

住

民

比

率

2
.
5
%

超

区分

区
分
２

な
し

市町村 区 病院
診療所

横浜市
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（参考）１ 本県の外国籍住⺠及び訪⽇外国⼈等の状況 ※令和２年1⽉1⽇現在

②県内市町村の外国籍住⺠⽐率※等

【拠点機関数】
県全体︓計51
区分１︓登録数 22
区分２︓登録数 29
※★は、区分１の病院
のうち、ＪＭＩＰ認証
を受けた計５病院
❶湘南鎌倉総合病院
❷湘南藤沢徳洲会病院
❸済生会横浜市東部病院
❹国際親善総合病院
❺横浜市⽴みなと⾚⼗字病院

厚木市
海
老
名
市

綾
瀬
市

座間市

大
和
市

藤沢市

茅ヶ崎市
平塚市

伊勢原市

鎌倉市

秦野市

松
田
町

山北町

愛川町

大磯町

二宮町

小田原市

中井町大井町
開成町

南足柄市

箱根町

湯河原町 真鶴町

逗子市

葉山町

横須賀市

三浦市

金沢区
栄区

磯子区港南区戸塚区

泉区
南区

西区
保土ヶ谷区

旭区
瀬
谷
区

緑区

港北区

都筑区

青葉区

川崎区
鶴見区

神奈川区清川村

幸区

中原区

高津区
宮前区

多摩区

麻生区

寒
川
町

中区

相模原市
南区

相模原
市中央

相模原市
緑区

相模原（1・0）

県 ⻄（1・0)

湘南⻄部（0・1）

県 央（１・３）

湘南東部(2・0)

横須賀・三浦(2・2)

横 浜(13・19)

川崎北部(1・3)

川崎南部(1・1）

★❸

★❹

★❶
★❷

★❺

⼆次医療圏（ ・ ）の数字は、
外国⼈患者を受⼊れ拠点医療機関の数で
（区分１・区分２）を表す。

区分１︓救急⼊院に対応できる病院
区分２︓外来診療に対応できる病院・診療所（⻭科を含む）

地域別外国籍住⺠⽐率

＜⽐率5.0％以上掲載＞
横浜市中区 ︓11.4％
川崎市川崎区︓ 7.2%
愛川町 ︓ 7.1%
横浜市南区 ︓ 5.4%
箱根町 ︓ 5.3%
横浜市⻄区 ︓ 5.1%

表⽰色 ⽐率

7.5％未満
5.0%以上

5.0％未満
2.5%以上

7.5%以上

外国籍住⺠⽐率 該当
地域

1

5

10

区分１がない地域

区分２がない地域



３ 令和３年度選出（募集）スケジュール（案）
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＜補足＞
◆ 令和３年度拠点医療機関の選出状況について、令和３年度第１回本会（７⽉下旬予定）で報告

令和３年度 神奈川県外国⼈患者受⼊れ拠点医療機関の選出（募集）スケジュール
選出（募集）スケジュール 備考

上

●神奈川県外国⼈医療検討推進会議にて、令和３年度選出（募集）⽅針の検討
●医療関係団体（県医師会・県病院協会・県⻭科医師会）あて令和３年度選出（募集）周知依頼
●医療機関あて個別通知発出 ⇒区分１︓７機関、区分２︓計113機関  計 120機関
●県内市町村（救急医療主管課）あて拠点医療機関の確保依頼
●県ホームページにて令和３年度選出（募集）開始アナウンス

下

上

下

上
下
上
下

上 選出（募集）申請期限︓７⽉２⽇（⾦）まで

下 令和３年度外国⼈患者受⼊れ拠点医療機関リストの国提出（国様式）

R2・3年度

５⽉

３⽉

７⽉

◆令和元年度・２年度選出拠点医療機関情報の更新確認（県⇒拠点医療機関）
（3⽉下旬︓更新照会 ⇒ ４⽉中旬回答依頼）

６⽉

４⽉
国
提
出
リ
ス
ト
に
反
映

募

集

期

間

国
提
出



（参考） 選出（募集）申請について
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■選出（募集）申請について
県のホームページにて、選出に必要な書類をダウンロードしてください。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/kanagawa_gaikokujinkanjya.html
(1）提出書類

・別紙2別添1「外国⼈患者を受け⼊れる拠点的な医療機関」選出意向区分票
・別紙2別添2 回答票

(2）提出先（回答先）︓神奈川県健康医療局保健医療部医療課 医療整備グループあて
(3) 提出⽅法︓下記のメールアドレスにて上記2点の提出物を提出（回答）してください。

ouhuku-chiikiiryou@pref.kanagawa.jp
(4) 提出（回答）期限︓令和３年７⽉２⽇（⾦）
は終了

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/kanagawa_gaikokujinkanjya.html
mailto:ouhuku-chiikiiryou@pref.kanagawa.jp


（参考）神奈川県　外国人患者受入れ拠点医療機関の選出状況(R2.12現在）

NO 医療圏 区分 救急区分 医療機関名称 対応診療科と対応外国語 利用可能なクレジットカード

1 横浜 区分１ 二次救急 けいゆう病院
内科、外科，産婦人科、眼科、皮膚科、小児科、歯科、
整形外科、泌尿器科、耳鼻科：ＥＮ

VISA、MASTER、AMEX、JCB、DC、
DINERS、UFJ

2 横浜 区分１
救命救急セ
ンター

横浜市立大学附属市民総合医
療センター

【全診療科共通】
●通訳職員対応　：　ZH　
●派遣通訳対応　：　13言語（事前予約必要）　ZH、
ES、PT、KO、TL、TH、EN、VI、LO、RU、FR、NE、カンボ
ジア語
●ビデオ通訳対応　：　EN,ZH
●電話通訳対応　：　20言語（一部事前予約必要）　
EN、ZH、KO、PT、ES、TH、VI、TL、NE、ID、FR、IT、
DE、RU、MS、MN、HI、FA、ミャンマー語、広東語

JCB、AMEX、ﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ、ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ、
VISA、MASTER、MUFGカード、DCカー
ド、UFJカード、ニコス

3 横浜 区分１ 二次救急 国際親善総合病院

【派遣・電話医療通訳を利用して対応】
救急科、内科、外科、小児科、精神科、皮膚科、脳神経
外科、泌尿器科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人
科、その他

VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINER

4 横浜 区分１ 二次救急 済生会横浜市南部病院

救急科：EN／内科：EN／外科：EN／小児科：EN／皮膚
科：EN／脳神経外科：EN／泌尿器科：EN／整形外科：EN
／眼科：EN／耳鼻咽喉科：EN／産科：EN／婦人科：EN／
歯科：EN／その他：EN

VISA、Master、JCB、ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ、
ﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ、ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ

5 横浜 区分１ 二次救急 湘南泉病院 内科：EN、Tag VISA／Master／Amex／JCB／Diners

6 横浜 区分１ 二次救急 横浜中央病院

内科，外科，整形外科，脳神経外科，皮膚科，泌尿器
科，眼科：EN、Zh，KO

JCB，AMEX，
VISA，MASTER，
DinersClub，
DISCOVER，
中国銀聯

7 横浜 区分１ 二次救急 戸塚共立第1病院
内科：EN,ZH／神経内科：EN,ZH／外科：EN,ZH／整形外
科：EN,ZH／泌尿器科：EN,ZH／形成外科：EN,ZH／脳神経
外科：EN,ZH／その他：EN,ZH

VISA、MASTER、JCB

8 横浜 区分１
救命救急セ
ンター

横浜市立市民病院

救急科：EN／内科：EN／外科：EN／小児科：EN／精神
科：EN／皮膚科：EN／脳神経外科：EN／泌尿器科：EN／
整形外科：EN／眼科：EN／耳鼻咽喉科：EN／産科：EN／
婦人科：EN／歯科：EN／その他：EN

VISA、MASTER、JCB、NICOS、ダイ
ナーズ

9 横浜 区分１ 二次救急 横浜市立大学附属病院

救急科：EN／内科：EN／外科：EN／小児科：EN／精神
科：EN／皮膚科：EN／脳神経外科：EN／泌尿器科：EN／
整形外科：EN／眼科：EN／耳鼻咽喉科：EN／産科：EN／
婦人科：EN／歯科：EN

VISA、MASTER、AMEX、Diners Club、
JCB、DC、Discover



NO 医療圏 区分 救急区分 医療機関名称 対応診療科と対応外国語 利用可能なクレジットカード

10 横浜 区分１
救命救急セ
ンター

横浜市立みなと赤十字病院

救急科：EN・ZH/内科：EN・ZH/外科：EN・ZH/小児科：
EN・ZH/精神科：EN・ZH/皮膚科：EN・ZH/脳神経外科：
EN・ZH/泌尿器科：EN・ZH/整形外科：EN・ZH/眼科：EN・
ZH/耳鼻咽喉科：EN・ZH/産科：EN・ZH/婦人科：EN・ZH/
歯科：EN・ZH/その他：EN・ZH

VISA、MASTER、AMEX、JCB、中国銀聯

11 横浜 区分１ 二次救急 菊名記念病院
救急科：EN／内科：EN／外科：EN／皮膚科：EN／脳神経
外科：EN／泌尿器科：EN／整形外科：EN

JCB、OFJ、AMEX、楽天、VISA、ﾀﾞｲﾅｰ
ｽﾞ

12 横浜 区分１
救命救急セ
ンター

済生会横浜市東部病院
救急科：EN／内科：EN／外科：EN／小児科：EN／皮膚
科：EN／脳神経外科：EN／泌尿器科：EN／整形外科：EN
／眼科：EN／耳鼻咽喉科：EN／産科：EN／婦人科：EN

VISA、MASTER、AMEX、Diners Club、
JCB

13 横浜 区分１ 二次救急 本牧病院 内科:EN/外科:EN/整形外科:EN VISA、MASTER、JCB
14 横浜 区分２ 小野歯科医院 歯科：EN VISA,MASTER,AMEX,JCB,中国銀聯
15 横浜 区分２ グレイスクリニック 内科：EN 、ZH

16 横浜 区分２
ザ・ブラフ・メディカル＆デ
ンタル・クリニック

総合診療:EN,TL／歯科:EN VISA、MASTER

17 横浜 区分２ すみれが丘クリニック 小児科:EN/内科:EN/皮膚科:EN VISA、MASTER

18 横浜 区分２ はせがわ内科クリニック
内科：EN JCB，AMEX，VISA，MASTER，

DinersClub，DISCOVER，
中国銀聯

19 横浜 区分２ はな眼科 眼科：ＥＮ

20 横浜 区分２ 東川島診療所
内科：EN ZH/外科：EN ZH/小児科：EN ZH/精神科：EN 
ZH/皮膚科：EN ZH

21 横浜 区分２ ポーラのクリニック 内科：ＥＮ
22 横浜 区分２ 松川歯科医院 EN.ZH.KO.ID 各種ｶｰﾄﾞ

23 横浜 区分２ みなとクリニック
内科：EN/小児科：EN/皮膚科：EN/整形外科：EN

24 横浜 区分２
メディカルクリニックあざみ
野

内科：EN VISA、MASTER、AMEX、JCB、中国銀聯

25 横浜 区分２ 関内医院 内科：EN、外科：EN VISA、MASTER、AMEX、JCB
26 横浜 区分２ つなしま医院 内科：EN、外科：EN VISA、MASTER、AMEX、JCB
27 横浜 区分２ 村山クリニック 内科：EN、外科：EN

28 横浜 区分２ 緑十字クリニック
内科、外科：EN, GE VISA、MASTER、American Express、

Diners Club、Discover

29 横浜 区分２ 新川新横浜クリニック 耳鼻咽喉科:EN、ZH
30 横浜 区分２ 柳沼眼科医院 眼科：EN、KO

31 横浜 区分２ 鶴見大学歯学部附属病院
歯科：EN VISA、Master、UFJｶｰﾄﾞ、NICOS、

DC、JCB、ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ、ﾀﾞｲﾅｰｽ



NO 医療圏 区分 救急区分 医療機関名称 対応診療科と対応外国語 利用可能なクレジットカード

32 横浜 区分２ 横浜けいあい眼科 和田町院
眼科：EN VISA、MASTER、AMEX、JCB、

中国銀聯

33 川崎北部 区分１
救命救急セ
ンター

聖マリアンナ医科大学病院

救急科：EN／内科：EN／外科：EN／小児科：EN／精神
科：EN／皮膚科：EN／脳神経外科：EN／腎泌尿器外科：
EN／整形外科：EN／眼科：EN／耳鼻咽喉科：EN／産婦人
科科：EN／婦人科：EN／麻酔科：EN／救急科：EN／小児
外科：EN

VISA、MASTER、AMEX、JCB、UC、
Diners、J-Debit、中国銀聯

34 川崎北部 区分２ ＫＳＰクリニック
内科：EN,ZH／外科：EN／小児科：EN／消化器科：EN,ZH VISA、MASTER、AMEX、JCB、中国銀聯

35 川崎北部 区分２ 東方医院
内科：EN、ZH／精神科：EN,ZH／皮膚科：EN,ZH／整形外
科：EN,ZH／婦人科：EN,ZH

VISA、MASTER、AMEX、JCB

36 川崎北部 区分２ いずみ泌尿器科皮フ科 泌尿器科：EN    皮膚科：EN

37 川崎南部 区分１
救命救急セ
ンター

川崎市立川崎病院
救急科：EN/内科：EN/小児科：EN/整形外科：EN/眼科：
EN/耳鼻咽喉科：EN

VISA、MASTER、AMEX、Diners Club、
JCB

38 川崎南部　　　　　　区分２ さくら中央クリニック
内科：EN ／小児科：EN／皮膚科：EN／アレルギー科：EN

39 相模原 区分１ 二次救急 相模原協同病院
●ポケトーク対応
●中国語対応可看護師2名

VISA、MASTER、AMEX、JCB

40 横・三　　　　区分１
救命救急セ
ンター

横須賀市立うわまち病院

【電話医療通訳を利用し対応】
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器
科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻科、麻酔科、リハビリテーション科、救
急科

JCB、AMERICAN EXPRESS、VISA、
MASTER、UFJcard、NICOS、Diners 
Ciub

41 横・三　　　　区分１
救命救急セ
ンター

湘南鎌倉総合病院
全診療科、月曜～土曜の8:30- 17:00 は、EN,ZR,FRの対
応可能

Visa、Master、AMEX、JCB、銀聯

42 横・三　　　　区分２ ハートクリニック
精神科：EN

43 横・三　　　　区分２ 神奈川歯科大学附属病院 歯科：EN、内科：EN VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERS

44 湘南東部　　　　　　区分１
救命救急セ
ンター

藤沢市民病院

全診療科：EN,ZH,KO,RU,ES,PT,FR,TL,NE,VI,TH
（MICかながわ、外国語通訳補助員利用のため要予約）

VISA、Master、JCB、AMEX、MUFG、
DC、UFJ、NICOS、Diners、DISCOVER



NO 医療圏 区分 救急区分 医療機関名称 対応診療科と対応外国語 利用可能なクレジットカード

45 湘南東部　　　　　　区分１ 二次救急 湘南藤沢徳洲会病院

【全診療科共通】
●EN, ZH, ES：通訳職員対応
平日8:30-17:00/土曜8:30-12:30
●その他言語：派遣通訳MICかながわ
（要事前予約）
電話医療通訳メディフォン（8:30-24:00）
救急センター（ER）／総合内科／呼吸器内科／循環器内
科／脳神経内科／消化器内科／肝胆膵・消化器内科／腎
臓内科／内分泌・糖尿病内科／外科／脳神経外科／脳血
管外科／心臓血管外科／整形外科／脊椎外科／形成外
科：／小児外科／小児科／産婦人科／眼科／泌尿器科／
放射線科／耳鼻咽喉科／皮膚科／麻酔科

VISA、MASTER、AMEX、JCB、UFJ、
NICOS、ﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ、中国銀聯

46 湘南西部　　　　　　区分２ 伊勢原石田内科クリニック 内科：ＥＮ,ＺＨ/消化器科：ＥＮ，ＺＨ

47 県央　　　　　　　　区分１ 二次救急 大和徳洲会病院 救急科：EN／内科：EN／外科：EN／脳神経外科：EN VISA、MASTER、AMEX、JCB

48 県央　　　　　　　　区分２ 小林国際クリニック
【対応言語全て共通】
外科、消化器科、小児科／EN／KO／TL／TH／VI／ES

49 県央　　　　　　　　区分２ えびな桂冠内科クリニック 内科：EN、ES
50 県央　　　　　　　　区分２ えびな脳神経外科 EN VISA、MASTER、AMEX

51 県西　　　　　　　　区分１
救命救急セ
ンター

小田原市立病院
全診療科：EN,ZH,KO,RU,ES,PT,FR,TL,NE,VI,TH,KM,LO
（MICかながわ、通訳スタッフ派遣のため要予約）

VISA、MASTER、AMEX、
JCB、Diners Club、DISCOVER


