
【神奈川区】

医療機関名 住所 標榜科

アーチクリニック  新子安1-33-15 グリシーヌ横浜201 内科　呼吸器内科

赤尾内科クリニック  三ツ沢下町11‐22 内科　呼吸器内科　循環器内科

朝日内科クリニック  六角橋1‐6‐14　白楽メディカルセンター２F 内科（糖尿病内科  消化器内科）

あびこ消化器内科クリニック  青木町6‐15 内科　消化器内科

天野医院  白幡仲町3‐34
内科　小児科
精神科・心療内科（土曜のみ）

ＭＹクリニックあらき医院  白幡仲町47-25 内科　循環器内科

有田内科クリニック  大口仲町60‐1 内科

いいじま内科クリニック  泉町2‐4　YAOKANCLINICBLDG2F 内科　リウマチ科

石井整形外科  西神奈川1‐13‐12 アーバンビル2F 整形外科　リハ科

井関医院  栄町6‐1　横浜ポートサイドロア2番館1F 胃腸科　外科　内科　皮膚科　理学療法科

伊藤整形外科  片倉5-1-1　ARビル2F 整形外科　リハビリテーション科

井上医院  三ッ沢下町10‐10 内科　循環器内科

今井医院  青木町5‐12 消化器科　胃腸科　泌尿器科

いまに内科クリニック  片倉2-1-21大石医療ビル2F 内科　消化器科

いわた内科クリニック  二ッ谷町6‐3 雷鳴堂ビル2F 内科　循環器科

上田クリニック  泉町6‐1 中央ビル黒川2F 脳神経外科　内科　外科

大口眼科クリニック  大口通56‐5 大口メディカルセンター2F 眼科

大口公園クリニック  大口仲町15-2
アレルギー科　循環器科　消化器科
内科

大口さいとうクリニック  大口通30‐5 鈴鹿ビル2F 内科　消化器内科　外科　肛門外科

大口通り耳鼻咽喉科  大口通34  ラ・グラース横濱oguchi１F 耳鼻咽喉科

おおぐち通り整形外科  大口通28-1 横濱大口アーバンビル2F 整形外科　リハビリテーション科

おおぐり医院  七島町127‐9
内科　小児科　循環器科　呼吸器科
消化器科

小川橋医院  菅田町910‐3 内科　小児科

オルト横浜クリニック  新子安1‐2‐4 内科　胃腸科　アレルギー科　循環器科

神奈川ウィメンズクリニック  西神奈川1‐20‐7 ビューサイド横浜ビル４F 産婦人科

神奈川歯科大学附属
                    横浜クリニック

 鶴屋町3-31-6 内科(総合内科、消化器内科、循環器内科)

神奈川診療所  新町15‐6 内科　整形外科　精神科

神奈川脳神経外科クリニック  西神奈川1‐20‐7  ビューサイド横浜ビル2F 脳神経外科　リハ科

神奈川はた皮膚科クリニック  西神奈川1-20-5 MAEビル5F 皮膚科



【神奈川区】

医療機関名 住所 標榜科

金子内科  片倉5‐1‐1 ＡＲビル4Ｆ 内科　呼吸器　循環器　消化器

神之木クリニック  西寺尾3‐25‐19　ラクラッセ西寺尾4F 内科　小児科

川久保診療所  上反町1‐6‐3 内科　循環器科　胃腸科

かわまた内科 脳神経内科 大口通28-1 横浜大口アーバンビル1F 内科　脳神経内科

神大寺ホームケアクリニック  神大寺1-11-12 内科　訪問診療

MYクリニック神戸医院  六角橋4‐1‐1 内科　循環器科

岸内科医院  六角橋1‐24‐3 内科

くにひろクリニック  大口通56‐5　大口メディカルセンター2F
内科　胃腸科　婦人科
アレルギー科　肛門科

ココ皮フ科  東神奈川1‐29　シャルプラット東神奈川4F 皮膚科　アレルギー科

コシ産婦人科医院  白楽71‐8 産婦人科

ごとう整形外科  西神奈川3‐17‐11‐1 整形外科　リウマチ科　リハ科

小林内科・循環器クリニック
 羽沢南2-44-5
 クリエイトSD羽沢横浜国大前店2F

内科　循環器内科

斎田医院  六角橋1‐4‐3 内科　小児科　皮膚科

さいとうクリニック  反町3‐22‐4 精神科

さかきばらクリニック  白幡向町6‐29
内科　神経内科　消化器科
循環器科　こう門科

さくまファミリークリニック  新町21‐8　新町第一京急ビル2F 内科　小児科　消化器内科

薩田内科クリニック  菅田町2647 菅田町メディカルビル１F 内科　消化器科　循環器科

佐藤内科診療所  桐畑8‐3 内科　消化器内科　心療内科

紫雲会横浜病院  神大寺3‐1‐12 精神科

篠原整形外科  菅田町2647 菅田町メディカルビル 整形外科　リウマチ科　リハ科

仁恵病院  新子安1‐22‐12 内科

新子安こころのクリニック  新子安1‐9‐17 東陽ビル1Ｆ202 精神科　児童精神科

しんこやす耳鼻咽喉科漢方内
科

新子安1-33-15-102 耳鼻咽喉科　漢方内科

新横浜クリニック  片倉2‐40‐6 内科　小児科　皮膚科　透析

末永クリニック  七島町128 内科　外科

杉田クリニック  浦島町4-1 内科　外科　形成外科

菅田町土田整形外科  菅田町1822‐2 整形外科　リハ科

スピカスキンクリニック横浜 台町8-7イマス西原横浜ビル3階B 皮膚科

たかつか内科医院  大口通69‐8 内科



【神奈川区】

医療機関名 住所 標榜科

高橋眼科医院  西神奈川3‐17‐11‐2F 眼科

竹内皮膚科クリニック  六角橋1‐6‐12 リビエール白楽2F 皮膚科

竹村耳鼻咽喉科医院  西神奈川1‐7‐8 ことぶきビル1F 耳鼻咽喉科

たむら内科クリニック
                     東神奈川

 東神奈川1-10-1
 ザ・ステーションタワー東神奈川1F

内科　小児科　消化器内科
内視鏡内科

反町駅前内科皮膚科  反町3‐18‐2 スタイリオ横浜反町2F
内科　消化器内科　皮膚科
アレルギー科

反町こどもクリニック  泉町2-4 3F 小児科

反町耳鼻咽喉科  反町4‐27‐16 スリーハーツビル2F 耳鼻咽喉科

反町整形外科  反町3‐18‐2 整形外科　リハ科

反町武田みみはなのど
　　　　　　　　　　クリニック

反町3丁目17-2 2F
耳鼻咽喉科　小児耳鼻咽喉科
アレルギー科

つよし在宅クリニック 新町14-1　タナカビル5階 内科

中崎クリニック
 大野町1‐25
 ヨコハマポートサイドプレイス3F

脳神経外科　内科　小児科

中村医院  白楽121 内科

中村医院  大口通135‐14 内科　小児科

中村胃腸科内科医院  上反町2‐16‐5 胃腸科　内科

名倉内科クリニック  片倉4‐3‐24　1F 内科　循環器科　呼吸器科　小児科

なずな訪問クリニック  片倉2-67-5  2F 内科

ななしまクリニック  七島町161‐5
内科　呼吸器内科　アレルギー科
循環器内科　小児科

西神奈川ヘルスケア
                   クリニック

 西神奈川2‐6‐1 内科　呼吸器科

にしかわ医院
 三ツ沢下町11‐7
 三ツ沢クリニックプラザ2F

内科　小児科　皮フ科

にわ皮膚科クリニック
 西寺尾1-25-20
 マーサ西寺尾I202

皮膚科

にわメディカルクリニック  西寺尾1‐28‐1 内科

ねぎしクリニック  鶴屋町2‐22‐3　伊藤ビル3F 精神科　心療内科

能勢クリニック  鶴屋町2‐24‐1　谷川ビル3F 内科

野村皮膚科医院  反町4‐27‐14 チャリオタワー2F 皮膚科

長谷川医院  神之木町9‐6 内科　外科

はたの東神奈川キッズ
                     クリニック

 東神奈川2-42-5
 ゴールデン東神奈川ビル201

小児科　アレルギー科

はまかぜ診療所  立町6‐1　6F 内科

浜田内科  鶴屋町2‐13‐3 渡辺ビル2F 内科

原産科婦人科クリニック  六角橋1‐30‐4 産婦人科



【神奈川区】

医療機関名 住所 標榜科

布川内科医院  三ツ沢上町12‐20 循環器　呼吸器　胃腸科

福澤クリニック  片倉1‐9‐3　まるあビル1F
内科 消化器科 胃腸科 小児科
外科 皮膚科

福永クリニック  松本町1‐3‐45 内科一般

藤江医院  平川町26‐2 内科

藤中整形外科  白幡町6‐19 整形外科　リハ科　リウマチ科

古川病院 子安通2丁目286番地
内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器
科、リハビリテーション科

牧クリニック  片倉1‐16‐10 内科　泌尿器科　小児科　皮膚科

まつうら小児科・内科  三ツ沢中町8‐6 小児科　内科

まつしま内科クリニック  西神奈川1-5-2　ナイスアーバン東神奈川 内科　消化器科　心療内科（予約制）

的野ウィメンズクリニック  六角橋1‐6‐14　白楽メディカルセンター４F
産婦人科　女性内科
女性ペインクリニック内科

まりこレディースクリニック横浜  鶴屋町3-32-8　第一東海ビル8F 婦人科 産婦人科

みついわクリニック六角橋  西神奈川3‐8‐2 TMビル1F2F 消化器外科　内科　皮膚科　腫瘍内科

三ツ沢眼科  三ツ沢下町11‐7　ジュネス三ツ沢３ビル3F 眼科

港町診療所  金港町7-6　港湾労働者福祉センター内 内科　整形外科　産婦人科　心療内科

村瀬クリニック
 西神奈川1-12-7
 東神奈川イーストアークビル1Ｆ

小児科 内科

矢島眼科医院  片倉5-1-1　ARビル3F 眼科

山川皮ふ科  大口通57-2 トップアングルビル2F 皮膚科

やました泌尿器科皮フ科
                        クリニック

 六角橋1‐13‐1　1F 泌尿器科　皮膚科　在宅

横浜かんだいじ
             ファミリークリニック

 神大寺１-13-46
 神大寺メディカルスクエア

内科 感染症内科 呼吸器内科 循環器内科
消化器内科 小児科 アレルギー科

横浜北幸クリニック  鶴屋町3-32-13 第2安田ビル9F 内科

横浜心療クリニック  鶴屋町3‐28‐5　山本ビル2F 心療内科　精神科

横浜ソーワクリニック  金港町3-1 コンカード横浜20F
内科（糖尿病内科、消化器内科）
消化器 呼吸器 循環器 糖尿病 神経内科

横浜西口菅原皮膚科  鶴屋町2‐24‐1　谷川ビル3F 皮膚科

横浜脳神経内科  金港町3-1　コンカード横浜1F 脳神経内科

横浜みなとメディカルクリニック
 橋本町2-5-1
 サンシティみなとみらいEAST1番

一般内科

若倉診療所  六角橋6‐30‐17　ＮＳビル 内科　小児科

わたなべクリニック  新子安1‐22‐11 内科　循環器内科　皮膚科　心療内科



【港北区】

医療機関名 住所 標榜科

あおぞら新横浜クリニック  篠原町3014-2 加祥ビル4F
訪問診療　内科　呼吸器内科　脳神経内
科

あかつきクリニック  綱島東4-2-5-101 内科　外科　胃腸科

浅木クリニック  菊名1‐4‐2 内科　整形外科　外科　皮膚科　リハ科

内村内科・腎クリニック  日吉5-13-4
人工透析内科　腎臓内科
糖尿病内科　内科

大倉山あかまつ皮フ科  大倉山3-26-6 三保クリニックビル1F 皮フ科

大倉山皮フ科クリニック  大倉山1-29-11 皮膚科

大倉山メディカルクリニック  大倉山3-41-22 大倉山メディカルビル1F
内科　消化器内科　外科　肛門外科
内視鏡内科　外科　緩和ケア内科・外科

太田整形外科  篠原町1129 岸根公園駅前UUビル201 整形外科

大沼クリニック  大倉山3-3-32 内科　小児科　脳神経外科

小野皮フ科  大豆戸212-1　1F 皮膚科

菊名駅前クリニック  錦が丘16‐16　Y.Kビル3F 泌尿器科　内科

菊名記念クリニック  菊名3-19-8 人工透析内科

きくな小児科皮ふ科クリニック
篠原北2-4-5 ウエストーレ丸菱ビル1階店
舗Ａ

小児科　皮膚科

菊名内科内視鏡クリニック  菊名4-2-7 日比野ビル2F 消化器内科 内視鏡内科 内科

菊名やまゆりクリニック  菊名6-1-7　鈴木ビル2F 内科　循環器内科

岸根公園眼科  篠原町1129 岸根公園駅前UUビルB02 眼科

岸根公園皮膚科  篠原町1129 岸根公園駅前UUビル203 皮膚科

くにもとライフサポートクリニック  樽町4‐4‐44 神経内科　内科　在宅医療　リハ科

くろき医院  仲手原2-21-13　佐々木ビル1F 内科　小児科　皮膚科

さくら内科クリニック  篠原西町18-17 内科　循環器内科

椎橋医院  大豆戸200 菊名レジデンシアプラザ101
内科　消化器内科　胃腸内科
循環器内科　小児科

シオン皮フ科クリニック  新横浜3-20-3  リバサイドビル202 皮膚科

シオン皮フ科ドゥオ  新横浜2-6-16　367新横浜3F 皮膚科

篠原Kクリニック  篠原町1103 泌尿器科

柴田内科  大倉山3-26-6　三保クリニックビル2F 内科　神経内科　消化器内科

新横浜国際クリニック  新横浜2-3-12　新横浜スクエアビル15F 内科　消化器内科　内視鏡内科

新横浜在宅クリニック  新横浜2-3-3 新横浜ウエストビル401号室 内科　外科　消化器内科　訪問診療

新横浜整形外科リウマチ科  新横浜3‐6‐4　新横浜千歳観光ビル1－4F
整形外科　リウマチ科　リハ科
内科　脳神経外科

すがわら泌尿器科・内科  綱島西2-16-19　第2吉田ビル2F 泌尿器科　内科

つなしま医院  綱島東1-6-10 T'sBRIGHTEA３F
心臓血管外科　血管外科　消化器内科
肛門外科　循環器内科　内科　外科



【港北区】

医療機関名 住所 標榜科

綱島クリニック
 綱島西2-3-2
 ナイスアーバンステイツ綱島2F

内科 呼吸器内科 産婦人科 小児科

綱島東口内科・糖尿病内科
　　　　　　　　　　　　　クリニック

 綱島東2-2-14 2F 内科 糖尿病内科　内分泌内科　脂質代謝内科

綱島ホームケアクリニック  綱島西2-16-19　第２吉田ビル３F 内科

露木クリニック  富士塚1‐11‐39 胃腸内科　内科　外科　肛門外科  眼科

なのクリニック  仲手原1‐26‐10 内科　消化器内科

なみき内科クリニック  篠原町1129　岸根公園駅前UUビル2F 内科　呼吸器科　循環器科　小児科

ノア皮フ科クリニック  大倉山3-1-3 ポルテーゼビル３-B・C 皮膚科

日吉おおつかクリニック  下田町4-9-1 内科　消化器内科

藤井クリニック  篠原町1034-7 内科　外科　消化器科　胃腸内科

藤山内科クリニック  富士塚1‐7‐19 内科

前田記念新横浜クリニック  新横浜2－3‐12 新横浜スクエアビル2F 内科　泌尿器科

みずほクリニック港北  新横浜3-7-19 鈴喜ビル5F 内科

三石内科クリニック  樽町1-24-7-2F 内科・消化器科

メドアグリクリニック よこはま 篠原町1099-8 内科、外科、精神科、脳外科

山田医院  大豆戸町212 内科　小児科

横浜レンガ通りクリニック  新横浜2‐3‐9 代謝内分泌科

横山クリニック  大倉山4-5-1 内科　小児科

よしかた産婦人科  小机町2430 産婦人科

ルカ皮フ科クリニック  菊名1-6-11　平田ビル2F 皮膚科



【鶴見区】

医療機関名 住所 標榜科

あやめ皮フ科スキンケア
                   クリニック

 鶴見中央4‐1‐3 皮膚科

飯山医院  東寺尾5‐3‐12
内科　小児科　糖尿病内科
循環器内科

石井医院  生麦5‐8‐44 内科　小児科　アレルギー科

稲森医院  仲通1‐58‐7‐1F 内科　小児科

かわはら整形外科
         ペインクリニック外科

 馬場1‐5‐22
整形外科　ペインクリニック
リハビリテーション

北クリニック  栄町通3-35-10 内科　消化器科　外科

北台診療所  東寺尾北台7‐8 内科

きむら記念クリニック  向井町3-76-10 内科　循環器内科

くらた内科クリニック  豊岡町2‐3フーガ3　505 内科

クリニック寺尾  馬場4‐40‐12 内科　小児科

恵愛内科クリニック  駒岡3-18-5　メゾンユウユウ1F 内科　緩和ケア内科

古賀クリニック  馬場7-30-1
内科　在宅診療　小児科　放射線科
リハ科

ココカラメンタルクリニック鶴見  豊岡町3-28　鶴見コーリンビル5F 心療内科　精神科

こばやし内科クリニック  東寺尾1-3-12 内科　呼吸器内科　アレルギー科

坂本クリニック  生麦5-6-2 内科　循環器科

櫻井医院  上末吉2-16-20
内科　外科　皮膚科　理学療法
漢方内科

早苗クリニック  鶴見中央4-1-3　矢上屋ビル4Ｆ 内科　循環器内科　心臓血管外科

芝山内科  市場大和町4-28 内科　心療内科

関根内科クリニック  鶴見中央4‐32‐19　鶴見センタービル4F 内科

蘇内科クリニック  本町通1-6 内科　呼吸器　消化器　循環器

田原小児科内科医院  馬場1‐6‐33 小児科　内科

鶴見駅前リウマチ・
                 内科クリニック

 豊岡町17-2 リウマチ科　糖尿病内科

鶴見中央クリニック  鶴見中央3-1-27 内科　消化器　小児科

新村医院  鶴見区岸谷1-10-24 内科　小児科　皮膚科

ハートクリニック  豊岡町11‐15　A101 内科　精神科　心療内科　皮膚科

橋本クリニック  寺谷2‐6‐16 内科　外科　整形外科　皮膚科

林医院  矢向2-14-7 内科

ひだまり在宅クリニック  鶴見中央4-8-5 幸栄ビル2F 内科

ひのわクリニック鶴見
 鶴見中央5‐14‐25
 エミネンス富士小堀ビル1F

内科　循環器内科　糖尿病　漢方
訪問診療

ふくし内科クリニック  駒岡4-18-20 内科　小児科



【鶴見区】

医療機関名 住所 標榜科

冨士見クリニック
 市場富士見町8‐8
 日神パレステージ鶴見中央第２ビル２F

内科

ほしの泌尿器科  豊岡町22-15 泌尿器科

ほほえみ内科クリニック  岸谷1-22-22　ルミエール大谷1F 内科　神経内科　アレルギー科

松澤内科・糖尿病クリニック  東寺尾4‐16‐19 内科　糖尿病内科　内分泌内科

宮川医院  北寺尾6-7-19 内科、循環器科、小児科

宮下クリニック  豊岡町3‐17　朝日生命ビル4F 内科　呼吸器内科　皮膚科

メイトクリニック鶴見  豊岡町18-9　エミネンス日建ビル301 精神科

めぐみ眼科クリニック
 東寺尾1-3-12
 東寺尾メディカルセンター3F

眼科

本宮眼科内科医院  豊岡町17-19 大倉ビル2F 眼科　内科　循環器内科

森山病院  潮田町3-145-4
内科　外科　内視鏡科　皮膚科
整形外科　外科

矢野医院  豊岡町13-36 内科　胃腸科　外科　小児科



【西区】

医療機関名 住所 標榜科

有馬医院  楠木町27-2　有馬ビル1F 内科、外科、胃腸科、肛門科

いちの内科クリニック  平沼1-2-12　アマックス横浜2F-B 内科、呼吸器科、アレルギー科

岡部医院  中央2-19-15 内科

川村内科診療所  岡野2-5-18 2F 内科

楠クリニック  楠町14-3  エクセルビル2Ｆ 内科　皮膚科　整形外科

コンフォート横浜クリニック  平沼2-8-25 内科、漢方内科

スカイビル内科  高島2-19-12　スカイビル21F 内科　循環器

鈴木内科クリニック  戸部町5-204 内科

内藤クリニック  南港2-20-2　共栄ビル8F 循環器内科

平沼クリニック  平沼1-32-13
内科　消化器科　呼吸器科　循環器科
脳神経内科

ふじたあんしんクリニック 高島2-10-13 横浜東口ビル503
内科、緩和ケア内科、精神科、皮膚科
整形外科

プライムコースト
     みなとみらいクリニック

 みなとみらい6‐3-4
 プライムコースト2F

整形外科　リハビリテーション科

ベイサイドクリニック  南幸2‐20‐11　NSビル6F

内科　漢方内科　糖尿病内科　消化器科
循環器科　漢方婦人科　皮膚科　泌尿器
科
リウマチ科　アレルギー科

前川メディカルクリニック  北幸1‐1‐8 内科　循環器内科　アレルギー科

松尾医院  北幸1-4-5 横浜天理ビル5F 内科

横浜岡野町クリニック
 岡野1-14-1
 横浜メディカルセンタービル3F

内科　消化器内科　循環器内科
アレルギー科　脳神経内科

横浜血管クリニック  岡野1-14-1-2F 血管外科　循環器内科　外科

横浜循環器呼吸器内科
                  クリニック

 高島町2-14-17
 クレアトール横浜3F

内科　循環器科　呼吸器科

横浜糖尿病クリニック  高島2-14-17　4F 糖尿病科

横浜東口鳥居クリニック  高島2-14-13　エストビル3F 皮膚科　泌尿器科

横浜リーフみなとみらい
　　　　　　　　　健診クリニック

 みなとみらい4-6-5
 リーフみなとみらい11F

内科、婦人科

【中区】

医療機関名 住所 標榜科

関内駅前内科クリニック  真砂町3‐33　セルテ2F 内科　糖尿病内科　内分泌内科

久保内科クリニック  蓬莱町2‐3‐3 内科　皮膚科　アレルギー科



【緑区】

医療機関名  住所 標榜科

セシル皮フ科クリニック  寺山町89　スクエア21　3F 皮膚科

竹山病院  竹山3-1-9 内科　外科

【保土ヶ谷区】

医療機関名  住所 標榜科

診療所スカイ  常盤台84‐2
内科　外科　産婦人科　小児科　循環器科
呼吸器科　消化器科

保土ヶ谷北クリニック  西谷2-29-10 内科　訪問診療

ゆうなぎ神経内科在宅クリニック  帷子町2-47-2 6F 神経内科 内科

横浜保土ヶ谷クリニック  帷子町1-44　カサハラビル5F 内科　精神科

【都筑区】

医療機関名  住所 標榜科

ウェルケアはら脳神経内科  仲町台5-1-9 脳神経内科

おひさまクリニックセンター北  中川中央1−25-1-5F 内科 

【南区】

医療機関名 住所 標榜科

みらい在宅クリニック  浦舟町2‐22‐102 内科

横浜弘明寺呼吸器内科・
                    内科クリニック

 六ツ川1-81 ＦＨＣビル2F 呼吸器内科　内科　小児科

【横浜市以外の地域】

医療機関名 住所 標榜科

青木整形外科  川崎市幸区幸町4-18 整形外科

アルトクリニック  川崎市川崎区渡田3-4-12 内科 リハビリテーション科

ささきクリニック
 川崎市川崎区池田1-6-3
 八丁畷クリニックファーム2F

内科　循環器内科 消化器内科

川崎やまぶきクリニック  川崎市幸区小倉5-5-23-1F 内科 老年内科

髙取内科医院  川崎市幸区矢上13-6 内科　消化器科　小児科

南加瀬ファミリークリニック
 川崎市幸区南加瀬2-6-8
 南加瀬メディカルモール2F

内科　消化器内科　循環器内科　老年内
科

水口整形外科  横須賀市米が浜通2‐4 整形外科　リハ科

メド アグリクリニック まちだ  町田市成瀬が丘1-3-2 内科　外科　精神科



【歯科】

医療機関名 住所 標榜科

H・Yデンタルクリニック  神奈川区白幡上町6-6 歯科

藍原歯科医院  神奈川区反町2-13-1 歯科

雨宮歯科医院  神奈川区三枚町244 歯科　小児歯科　口腔外科　訪問歯科

池畑矯正小児歯科 横浜市神奈川区沢渡21-19-101 小児歯科　矯正歯科

入江歯科クリニック  神奈川区入江1-33-16 歯科　小児歯科　矯正歯科

栄治歯科クリニック
 神奈川区西神奈川1‐20‐7
 ビューサイド横浜ビル3F

歯科　小児歯科

大林歯科医院  神奈川区白楽100　FSビル2F 歯科　小児歯科

おさない歯科医院  神奈川区入江1‐13‐25 歯科

加来歯科医院  神奈川区松本町1-2-3　3F 歯科

木村歯科医院  神奈川区西神奈川1‐6‐10　KOシティ61‐1F 歯科　矯正歯科

こばやし歯科  神奈川区六角橋2‐4‐19 歯科

清水歯科  神奈川区六角橋2-34-20 歯科　小児歯科　口腔外科

谷川歯科医院  神奈川区西神奈川1-6-1 サクラピアビル2F 歯科

てらお歯科医院  鶴見区東寺尾4‐25‐12 歯科

冨田歯科医院  神奈川区白幡南町35-5 歯科

中島歯科医院  神奈川区西神奈川2-1-4 歯科

西口歯科医院  神奈川区沢渡2-3　ベルウッドビル1F 歯科

野口歯科医院  神奈川区菅田町863‐5　エレガンス菅田第1 歯科　矯正歯科

はくらく歯科
 神奈川区六角橋1-13-1
 ビック・ライズビル六角橋1F

歯科

福島歯科クリニック  神奈川区西神奈川2‐9‐9　中島ビル1Ｆ 歯科

福増矯正歯科  神奈川区白楽1-1 矯正歯科

水谷歯科医院  神奈川区七島町127-6 歯科　歯科口腔外科　小児歯科　

山田歯科医院  神奈川区大口仲町3‐2 歯科

山本歯科クリニック
 神奈川区菅田町2647
 菅田町メディカルビル3F

小児　予防　口腔外科　矯正　歯周病
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