
令和３年度第１回　　医療安全研修会　　申込施設名簿 林田歯科診療所

※動画配信研修のため、お申込みいただいた施設を掲載しています。 佐野薬局白金町店

庄子薬局

なの花薬局横浜浦舟町店

所在地 施設名 医療法人社団鴻鵠会　睦町クリニック

岡本こどもクリニック 横浜市中部地域療育センター

医療法人社団恊友会　横浜鶴見リハビリテーション病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

古谷小児科 飯田医院

汐田総合病院 神奈川県立こども医療センター

めがね橋小児科 鶴岡仁成堂薬局高砂店

ハートクリニック 医療法人　佐藤病院

医療法人社団桜英会 鶴岡仁成堂薬局

森田歯科医院 相原アレルギー科・小児科クリニック

医療法人茜会　大久保歯科医院 碧水脳神経外科クリニック

神山歯科医院 秋山脳神経外科病院

渡辺医院 杉山歯科医院

さいわい鶴見病院 健生会　朝倉病院

済生会横浜市東部病院 あしかり内科

クラモト歯科 横浜じんせい病院

ますだ矯正歯科クリニック 長田病院

医療法人BECAHPARK佐藤歯科医院 神奈川県立精神医療センター

さえだ歯科医院 ながの薬局

マエダ歯科 たから薬局港南店

フーガ2矯正&ブライト歯科 アップル薬局港南台店

豊岡こどもおとな歯科 大倉クリニック

田辺薬局鶴見駒岡店 ファーミック薬局港南台店

医療法人VERITAS うえの歯科医院 社会福祉法人十愛療育会　横浜医療福祉センター港南

汐田薬局 医療法人正永会港北病院

鶴見大学歯学部附属病院 ふるた歯科

加藤デンタルオフィス 聖隷横浜病院

梶山みついけ薬局 医療法人社団大和田医院

グラム調剤薬局横浜店 栗林歯科

健ナビ薬樹薬局矢向２号店 医療法人社団亮優会おざき小児科

上原歯科医院 アップル歯科医院

一般社団法人ヒューメディカ　新つるみ薬局 よつば苑

田辺薬局下末吉支店 浅井皮膚科クリニック

うかい薬局 育生会横浜病院

ササヤ薬局 川村クリニック

医療法人社団望星会鶴見西口病院 古町橋こども歯科クリニック

獅子ケ谷歯科医院 JCHO横浜保土ケ谷中央病院

小林内科・循環器クリニック ヤマガタデンタルクリニック

横浜六角橋薬局 横浜旭中央総合病院

神奈川レディースクリニック 横浜調剤薬局

新横浜リハビリテーション病院 共創未来二俣川薬局

あびこ消化器内科クリニック 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

医療法人財団俊陽会　古川病院 横浜調剤薬局若葉台店

伊東歯科医院 金子歯科医院

西山歯科医院 医療法人赤枝会

横浜心療クリニック ２２２内科クリニック

反町耳鼻咽喉科 横浜療育医療センター

松樹歯科医院 横浜ほうゆう病院

横浜市立市民病院 医療法人豊医会左近山中央診療所

横浜駅オリーブ法律事務所 神奈川県立がんセンター
大口東総合病院 イカリ薬局

しんまち薬局 イカリ薬局東希望ヶ丘店
ひかり薬局七島店 木須薬局駅前店

カトレア薬局 医療法人誠心会神奈川病院
ボートサイド薬局 医療法人赤枝会　赤枝病院
アルファー薬局 医療法人　松美会　すぎた矯正小児歯科

脳神経外科東横浜病院 わかまつ歯科
ホケン薬局 村瀬歯科医院

中野レディースクリニック 飛鳥田医院
高島町しらゆり内科クリニック 井上けい子内科クリニック

有馬ビル歯科 サカモト歯科医院
平沼クリニック 医療法人社団光和会丸山台歯科医院
戸部歯科医院 医療法人光陽会　磯子中央病院
けいゆう病院 汐見台薬局

ランドマーク横浜国際クリニック 汐見台病院
ことぶき薬局戸部店 あらき歯科医院

室屋井上薬局 あかり木診療所
横浜ペインクリニック せき歯科

葉歯科本牧１丁目クリニック 済生会若草病院
かめのはしクリニック 医療法人社団野村矯正歯科クリニック

三光歯科医院 河合耳鼻咽喉科医院
山崎医院 グッドハートクリニック

清水矯正歯科 横浜南共済病院
産婦人科マチダクリニック カナリア歯科クリニック

横浜掖済会病院 医療法人社団景翠会　金沢病院
山手消化器内科クリニック 横浜なみきリハビリテーション病院

みなと綜合法律事務所 神奈川県立循環器呼吸器病センター
横浜市立みなと赤十字病院 くま薬局金沢文庫店

横浜中央病院 アーク調剤薬局金沢南店
横浜エルム法律事務所 むつうら薬局
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有馬医院 医療法人社団マサカクリニック　マサカ内科小児科
カメリア診療所 国立病院機構横浜医療センター

たかぎ小児クリニック 平戸歯科医院
新横浜母と子の病院 はなみずき歯科クリニック

浜歯科医院 医療法人横浜未来ヘルスケアシステムONE FOR ALL横浜
のぞみクリニック 十愛病院

森歯科医院 横浜東戸塚調剤薬局
大垣歯科医院 戸塚こどもクリニック

医療法人五星会　菊名記念病院 犬山歯科医院
株式会社　横浜菊名薬局 一般社団法人メディホープかながわ・さくらんぼ薬局

大倉山記念病院 （株）ヘルスアンドヘルス
吉川歯科医院 横浜丘の上病院

医療法人すこやか　高田中央病院 戸塚共立第2病院
勝又歯科クリニック 平成横浜病院

横浜市総合リハビリテーションセンター診療所 新戸塚病院
医療法人社団南澤医院 なの花薬局東戸塚店

RESM新横浜睡眠・呼吸メディカルケアクリニック みらい薬局下倉田店
なかむらアートクリニック ひかり在宅クリニック

坂本薬局妙蓮寺店 森クリニック
医療法人社団　鴨居病院 とつか西口整形外科

医療法人社団恵生会竹山病院 よしい内科クリニック
元気会横浜病院 杉本眼科医院
みどり野診療所 戸塚福祉保健センター

みどりの家診療所 茂木歯科
長津田厚生総合病院 大矢歯科医院

伊奈歯科医院 つちはら整形外科クリニック
医療法人社団青葉会　牧野リハビリテーション病院 映双薬局

横浜新緑総合病院 斎藤歯科医院
やまがみ内科医院 大野内科医院
大氣耳鼻咽喉科 永井眼科医院

岩波胃腸科外科医院 おれんじクリニック
柴田整形外科 かいがら坂薬局

芦野内科クリニック ひかり薬局本郷台店
横浜おなか診療所 さかえ薬局

横浜調剤薬局荏田店 天神薬局
きむら歯科クリニック 柴崎内科クリニック

荏田調剤薬局 野村医院
たばな歯科医院 横浜さかえ内科

田園都市整形外科クリニック さかえ小磯診療所

荻原医院 湘南泉病院

みすずが丘歯科医院 安藤医院

市ケ尾眼科 こが内科クリニック

うしく整形外科クリニック 板倉医院
産婦人科クリニックさくら ゆめが丘ファミリー皮ふ科
医療法人社団寿幸会 みやざわ内科クリニック

さぬきだ歯科医院 多和田レディースクリニック
江田駅前薬局 會川歯科医院

みのわデンタルクリニック 医療法人ビクトリア会　小野歯科医院
さくら歯科クリニックあおば 新中川病院

わたぎ歯科医院 たてば薬局
緑協和病院 臼井デンタルクリニック

たちばな台病院 あおぞら薬局
横浜新都市脳神経外科病院 さかえ薬局

昭和大学　藤が丘病院 カナイ眼科
ふじくら循環器内科 会田クリニック
ドリーム薬局田奈店 横浜中田皮フ科
綾部薬局奈良北店 堀病院

たまプラーザ調剤薬局 ひらもと相沢薬局
松岡医院 西東京中央総合病院

おんだこどもクリニック 東飯能駅前クリニック
きくち内科 労働者健康安全機構

市ヶ尾眼科 清惠会　田村外科病院
たちばな台クリニック 文京学院大学

はせがわ歯科クリニック 医療法人財団青山会福井記念病院
岸歯科医院 くぎの薬局

バンビーナ小児科 神奈川県医療課
葉歯科医院

医療法人向日葵センター北駅前クリニック
葛が谷薬局

医療法人仁徳会 上林クリニック
中川駅前内科クリニック

医療法人社団善方会ベルーガこどもクリニック
CMポートクリニック

ともきよ眼科
港北肛門クリニック

つづきメンタルクリニック
とのうちファミリークリニック
昭和大学横浜市北部病院
仲町台たがみ歯科医院

勝田歯科医院
医療法人　大山クリニック
和久井ペインクリニック

センター南脳神経外科クリニック
センター北こども&ファミリー歯科クリニック

二子薬局都筑店
アキコ　ルミエール眼科
中川駅前歯科クリニック
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