
No. 施　　設　　名 診　療　科　目 所　　在　　地 電話番号 備考
1 医療法人慶進会 慶宮医院 内　小 鶴見区市場西中町2-2 501-5361
2 医療法人畑医院 内　胃　小 鶴見区市場西中町6-23 501-2019
3 つるとうクリニック 内　透内　皮 鶴見区市場東中町8-21-2 834-8660
4 村上医院 内　小　外　皮　放 鶴見区市場東中町10-25 501-7727
5 畑耳鼻咽喉科 耳 鶴見区市場東中町11-1 508-1133
6 医療法人畑整形外科 整 鶴見区市場東中町11-18 511-5008
7 宮本眼科 眼 鶴見区市場富士見町8-2 506-5887

8 冨士見クリニック 内　胃　循　肛　ﾘﾊ
鶴見区市場富士見町8-8
日進ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ2F

511-0243

9 ひまわり皮膚科 皮　形
鶴見区市場富士見町8-8
日神ﾊﾟﾚｽﾃｰｼﾞ鶴見市場第2-101

502-3121

10 ほしの耳鼻咽喉科医院 耳 鶴見区市場富士見町11-17 504-4511
11 芝山内科 内　消　循　心内 鶴見区市場大和町4-28 501-4379
12 大関医院 内　皮 鶴見区潮田町1-37 501-4328
13 古谷小児科 小 鶴見区潮田町2-113-1 501-9160
14 古谷整形外科 整　ﾘﾊ　ﾘｳ 鶴見区潮田町2-113-1 501-6461

15 渡辺医院
内　呼　消　循　小
神内

鶴見区潮田町3-133-2 501-6457

16
特別養護老人ホーム
しょうじゅの里鶴見医務室

内 鶴見区江ケ崎町２－１ 576－5020 特定

17 新鶴見ホーム診療所 内　精　歯 鶴見区江ケ崎町2-42 570-5000 特定
18 佐藤医院 胃　外　肛 鶴見区江ケ崎町12-19 571-4893

19 梶山診療所
内　循内　整　皮
神内

鶴見区梶山1-18-9 582-0123

20 クリニック佐々木 内 鶴見区上末吉1-1-16 580-3105
21 豊田医院 内　小 鶴見区上末吉1-13-16 581-7649

22 櫻井医院
内　外　皮　ﾘﾊ
漢方内科

鶴見区上末吉2-16-20 581-1928

23 上野小児科内科医院 内　小 鶴見区上末吉4-8-3 571-3684
24 新村医院 内　循　小　皮 鶴見区岸谷1-10-24 571-1647
25 天野クリニック 内　産婦　小 鶴見区岸谷1-17-7 581-0082
26 ほほえみ内科クリニック 内　ｱﾚ 鶴見区岸谷1-22-22　１F 580-0030
27 三島耳鼻咽喉科医院 耳 鶴見区岸谷3-1-19 571-4605

28 日健会神奈川健診診療所 内 鶴見区岸谷4-2-15　ﾊｲﾑﾄﾙｰｽ6　1-B
03-
3684-3971

29 佐藤眼科医院 眼 鶴見区北寺尾1-4-14 581-7158

30
医療法人健美会
新田耳鼻咽喉科

耳 鶴見区北寺尾1-14-8 570-0385

31 黒岩クリニック 内　消　精　神　放 鶴見区北寺尾2-2-18 581-7587
32 山田医院 内　麻 鶴見区北寺尾2-10-16 571-6019
33 ノムラメディカルクリニック ｱﾚ 鶴見区北寺尾4-26-31 575-3538
34 宮川医院 内　循　小 鶴見区北寺尾6-7-19 585-5505
35 恵愛内科クリニック 内　緩和ケア内科 鶴見区駒岡3-18-5　ﾒｿﾞﾝﾕｳﾕｳ1F 834-7339
36 ふくし内科クリニック 内　呼　小 鶴見区駒岡4-18-20 573-7191

37 秋元眼科クリニック 眼
鶴見区駒岡5-5-12
武田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F A

572-7053

38 さとう内科クリニック 内　心内　神内
鶴見区駒岡5-5-12
武田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ301号

573-5419

39 優美子供クリニック 小
鶴見区駒岡5-5-12
武田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F

576-6226

40 医療法人社団北クリニック 内　胃　外 鶴見区栄町通3-35-10 501-8575

41 やまゆりホーム診療所 内
鶴見区獅子ケ谷2-15-18
特別養護老人ﾎｰﾑやまゆりﾎｰﾑ内

583-1833 特定

42 ニューバード獅子ケ谷診療室 内 鶴見区獅子ケ谷3-10-8 576-3055 特定
43 臼井耳鼻咽喉科 耳 鶴見区下野谷町4-179 501-6764
44 大塚医院 内　整　皮 鶴見区尻手2-3-57 582-1999
45 山本医院 耳　気　放 鶴見区下末吉1-18-19 571-3387
46 小菅医院 内　小　皮　ｱﾚ 鶴見区下末吉1-21-22 571-4356
47 千歳皮膚科 皮 鶴見区下末吉1-23-1 585-6007

（鶴見区） 平成29年1月
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48 橋本小児科 内　小　ｱﾚ
鶴見区下末吉1-24-15
すみれﾋﾞﾙ2階

581-5447

49 つるみクローバークリニック
内　神内　小　ｱﾚ
皮

鶴見区下末吉6-3-25
ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ三ツ池公園102

572-1900

50 東芝京浜事業所第二診療所 内　外　精 鶴見区末広町1-9 510-5076 特定
51 東芝京浜事業所第一診療所 内　外　神 鶴見区末広町2-4 510-6130 特定
52 横浜食肉市場診療所 内　外　整 鶴見区大黒町3-53 503-1458

53
三菱レイヨン株式会社
横浜事業所保健室

内 鶴見区大黒町10-1 501-1241 特定

54
日産自動車健康保険組合
横浜第３地区診療所

内　心内 鶴見区大黒町20-1 461-7314 特定

55 大東医院 内　胃　小　外　整 鶴見区大東町10-2 501-6527 休止
56 つくのクリニック 内 鶴見区佃野町24-25 583-1175

57 鶴見医療クリニック
内　精　外　整　皮
泌　ﾘﾊ

鶴見区佃野町35-1
ｻﾐｯﾄﾋﾞﾙ

575-0055

58 小出内科・胃腸科 内　消
鶴見区鶴見1-11-17
ﾍﾞﾙｼｬﾑTOK1F

584-8733

59 渋谷在宅クリニック 内
鶴見区鶴見1-12-17
ヒルサイドホームズＡ301

581-7757

60 木下眼科 眼科 鶴見区鶴見中央1-1-2ｼｧﾙ鶴見5F 506-5007

61
あさかわ耳鼻咽喉科クリニッ
ク

耳
鶴見区鶴見中央1-2-1
第2日野ビル4F

719-9402

62
医療法人社団善仁会　つるみ
駅前腎クリニック

透内
鶴見区鶴見中央1-2-1
第2日野ビル6・7F

287-0037

63 横浜鶴見中央眼科 眼
鶴見区鶴見中央1-2-4
GSﾌﾟﾗｻﾞ鶴見駅前1F

508-1017

64 鶴見中央眼科分院 眼 鶴見区鶴見中央1‐4‐1　坂口屋ﾋﾞﾙ4F 505-0252
65 嶺整形外科クリニック 整　リハ　リウ 鶴見区鶴見中央1-6-8 508-7710

66 エミング横浜鶴見クリニック 内　小
鶴見区鶴見中央1-6-8
ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾌﾟﾗｻﾞ鶴見Ⅱ3階

633-8895

67 早川医院
内　循　小　外　整
ｱﾚ

鶴見区鶴見中央1-8-10
ﾌｫﾝﾀｰﾅ鶴見1F

501-7070

68 鶴見皮ふ科泌尿器科 皮　泌
鶴見区鶴見中央1-10-17
ｶﾊﾟｰﾗ鶴見101号室

501-7181

69 川口クリニック 内　外　皮 鶴見区鶴見中央1-15-15-101 508-0089

70 鶴見東口やはらクリニック
内、胃内、内視鏡
内、肛内、心内、精

鶴見区鶴見中央１－１９－４
メディカルプラザＤ鶴見２F

642-3710

71 井澤耳鼻咽喉科医院 耳 鶴見区鶴見中央1-26-3　FKﾋﾞﾙ1F 502-1380
72 小原クリニック 内　精　心内 鶴見区鶴見中央1-31-2-213 511-2411

73 鶴見中央クリニック 内　消　小　ﾘﾊ
鶴見区鶴見中央3-1-27
ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾏﾝｼｮﾝ鶴見中央1F

506-5554

74
一般社団法人鶴見区医師会
鶴見区休日急患診療所

内　小　耳 鶴見区鶴見中央3-4-22 503-3851

75
医療法人秋陽記念会
あしほ総合クリニック

内　小　外　整
脳外　産婦

鶴見区鶴見中央3-10 508-3611

76 渡部クリニック
内　小　皮　呼内
ｱﾚ

鶴見区鶴見中央3-19-11
ｺｺﾌｧﾝ横浜鶴見１F

506-3657

77
医療法人社団新穂会あやめ
皮フ科スキンケアクリニック

皮　ｱﾚ　美皮
鶴見区鶴見中央4-1-3
矢上屋ﾋﾞﾙ2F

508-2121

78 よこやまメンタルクリニック 心内　精
鶴見区鶴見中央4-1-3
矢上屋ﾋﾞﾙ3F

717-5168

79 早苗クリニック 内　循内　心外
鶴見区鶴見中央4-1-3
矢上屋ﾋﾞﾙ4F

501-1070

80 京急鶴見新田整形外科 整外　ﾘｳ　ﾘﾊ
鶴見区鶴見中央4-1-3
矢上屋ﾋﾞﾙ5･6F

501-0708

81 さなだ医院
内　小　外
皮  泌　ｱﾚ

鶴見区鶴見中央4-2-3 501-1117

82 つるみ眼科 眼
鶴見区鶴見中央4-7-11
木曽屋第3ﾋﾞﾙ

505-6868

83 ナチュレクリニック 皮　ｱﾚ
鶴見区鶴見中央4-8-8
新生堂ﾋﾞﾙ2F

511-2221 休止
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84 宮崎整形外科皮フ科 整　皮　ﾘﾊ　ﾘｳ
鶴見区鶴見中央4-14-5
ｷｬｯｽﾙﾏﾝｼｮﾝ鶴見1F

506-1771

85
医療法人社団千翠会
ちぐさ眼科医院

眼
鶴見区鶴見中央4-16-3
ﾄﾐﾔﾋﾞﾙ4F

502-5722

86
医療法人社団千翠会
第二ちぐさ眼科医院

眼 鶴見区鶴見中央4-16-3 502-0222

87 関根内科クリニック 内
鶴見区鶴見中央4-32-19
鶴見ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ4F

501-2424

88
東芝プラントシステム
株式会社鶴見事業所診療所

内 鶴見区鶴見中央4-36-5 500-7880 特定

89 鶴見循環器クリニック 内　循内
鶴見区鶴見中央5-4-10
ﾍﾞﾙｽ・ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ1F

508-5781

90
医療法人社団友輝会
ひのわクリニック鶴見

内　循内　糖内
漢方内科　精

鶴見区鶴見中央5-14-25
ｴﾐﾈﾝｽ富士小堀ﾋﾞﾙ1F

717-8321

91 山田医院 耳
鶴見区寺谷1-3-2
山田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F　A号室

581-3387

92 豊岡アイクリニック 眼
鶴見区寺谷1-3-2
山田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ201号室

571-5861

93 森山皮膚科 皮
鶴見区寺谷1-3-2
山田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ301号室

583-2888

94 神経科内科佐藤医院 内　精　神 鶴見区寺谷2-1-13 581-3356
95 橋本クリニック 内　外　整　皮 鶴見区寺谷2-6-16 581-7700

96 橋爪医院
内　外　整　形　胃
脳外

鶴見区寺谷2-13-7 581-3064

97 豊岡診療所 眼 鶴見区豊岡町2-2　ﾌｰｶﾞ2 1F 573-3033
98 くらた内科クリニック 内　循　呼　ｱﾚ 鶴見区豊岡町2-3　ﾌｰｶﾞ3 576-3370
99 眼科森山クリニック 眼 鶴見区豊岡町2-3-502 575-9777

100 宮下クリニック 内　呼　ｱﾚ　皮
鶴見区豊岡町3-17
朝日生命鶴見ﾋﾞﾙ4F

580-1231

101 まりこの皮フ科 皮　アレ 鶴見区豊岡町3-28　鶴見ｺｰﾘﾝﾋﾞﾙ5F 947-2512

102 医療法人社団米山歯科医院
歯　矯  美皮  美
皮　形　内

鶴見区豊岡町3-28 571-0059

103 耳鼻咽喉科樋口医院 耳 鶴見区豊岡町6-7 581-3378 有床

104
横浜ハビリテーション
クリニック

内　神内　小　ﾘﾊ
児童精神科　心内

鶴見区豊岡町6-9　ｻﾝﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ2F 717-7775

105 鶴見クリニック 内　形　泌 鶴見区豊岡町6-9　ｻﾝﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ3F 584-8233

106
千葉整形外科リウマチ科
医院

ﾘｳ　整　ﾘﾊ 鶴見区豊岡町7-7 584-0088

107 岡本こどもクリニック 内　小　ｱﾚ
鶴見区豊岡町7-7
鶴見駅西口医療ﾋﾞﾙ1F

570-0377

108 あらた内科医院 内　循
鶴見区豊岡町7-7
鶴見駅西口医療ﾋﾞﾙ3F

580-5177

109
エムズ皮フ科形成外科クリ
ニック

外　皮　形　美皮
美　ｱﾚ　内

鶴見区豊岡町8-19
ソピアビルディング1F

586-1112

110 熊切産婦人科 産婦 鶴見区豊岡町10-2 571-0211 有床
111 内科・小児科前広医院 内　小 鶴見区豊岡町10-7 571-2333

112 ハートクリニック 内　心内　精　皮
鶴見区豊岡町11-15
PATIO 7　A101号室

580-1021

113 鶴見胃腸科外科医院 内　胃　外　放 鶴見区豊岡町13-3 581-1691
114 矢野医院 内　胃　小　外 鶴見区豊岡町13-36 583-5281

115
医療法人社団福寿会
福田記念本宮眼科内科医院

眼　内　循内 鶴見区豊岡町17-19　大倉ﾋﾞﾙ2F 581-4489

116 村上整形外科 整　ﾘﾊ 鶴見区豊岡町18-9  日建ﾋﾞﾙ2F 575-1765

117 メイトクリニック鶴見 内　精　神　心内
鶴見区豊岡町18-9
ｴﾐﾈﾝｽ日建ﾋﾞﾙ301,302号室

570-0560

118
医療法人社団善仁会
つるみ腎クリニック

透内
鶴見区豊岡町20-16
ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾌﾗｯﾄ鶴見Ⅱ

580-1266

119 柄沢医院 整　皮 鶴見区豊岡町22-1 581-5469
120 浅川産婦人科医院 産婦 鶴見区豊岡町22-15 581-3541 有床
121 ほしの泌尿器科 泌 鶴見区豊岡町22-15 489-3705

122 津崎小児科 小　ｱﾚ
鶴見区豊岡町38-32
ｳｴｽﾃｨﾝｸﾞﾊｳｽⅢ　1F

583-1211
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123 稲森医院 内　小 鶴見区仲通1-58-7 501-3537
124 斉藤内科医院 内 鶴見区生麦3-8-11 508-3237

125 坂本クリニック 内
鶴見区生麦5-6-2
ﾈｵﾏｲﾑｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱ1F

505-0347

126 さかもと眼科 眼
鶴見区生麦5-6-2
ﾈｵﾏｲﾑｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱ1F

504-4522

127 石井医院 内　小　ｱﾚ 鶴見区生麦5-8-44 501-5531
128 川端こどもクリニック 内　小　ｱﾚ 鶴見区生麦5-21-16 505-6670
129 田原小児科内科医院 内　小 鶴見区馬場1-6-33 581-2693
130 福村クリニック 内 鶴見区馬場３-２２-１２ 571-7464

131
医療法人社団一灯会
クリニック寺尾

内　小 鶴見区馬場4-40-12 571-0792

132 おおいウィメンズクリニック 内　小　産婦 鶴見区馬場7-16-14 573-3111 有床
133 医療法人社団古賀クリニック 内　ﾘﾊ　小　放 鶴見区馬場7-30-1 582-0261

134
医療法人社団慶進会
東寺尾第２クリニック

内　小 鶴見区東寺尾1-39-16 582-5610

135 松澤内科・糖尿病クリニック
内　糖内
内分泌内科

鶴見区東寺尾4-16-19 571-0281

136 飯山医院 内　小　循内　糖内 鶴見区東寺尾5-3-12 582-9755

137
医療法人社団鶴昭会
山崎医院

内 鶴見区東寺尾6-32-15 581-4003

138 北台診療所 内　放 鶴見区東寺尾北台7-8 581-2144
139 めがね橋小児科 小 鶴見区東寺尾中台12－37 575-4150
140 はしづめクリニック 内　消内　外 鶴見区平安町1-36-2 571-3357
141 雪吹医院 内　小　性 鶴見区平安町1-38-4 501-3607
142 横山皮膚科医院 皮 鶴見区平安町1-39-5 521-7116

143 やしの木クリニック 内　外
鶴見区平安町2-28-1
ﾖｺﾊﾏｱｲﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ1F

500-1184

144
京三製作所健康保険組合
直営京三診療所

内　放　歯 鶴見区平安町2-29 503-8183 特定

145
旭硝子株式会社
京浜工場健康管理センター

内　外　眼　歯 鶴見区弁天町2 504-1611 特定

146 蘇内科クリニック 内　呼　消　循
鶴見区本町通1-6
宝屋ﾌｧﾆﾁｬｰ貸店舗1F東側

508-1871

147 うしおだ診療所

内　消内　循内　眼
神内　外　整　泌
精　脳外　皮
歯　小歯　矯

鶴見区本町通1-16-1 521-5147

148 きむら記念クリニック 内　循内 鶴見区向井町3-76-10 501-7400

149
特別養護老人ホーム
わかたけ鶴見医務室

内 鶴見区矢向1-4-20 642-7500 特定

150 うしおだ在宅クリニック 内　神内 鶴見区矢向1-5-26 570-5112
151 尻手診療所 内　麻 鶴見区矢向2-13-15 572-1221

152 林医院
内　消　循　小　皮
ﾘﾊ

鶴見区矢向2-14-7 575-2116

153 尻手クリニック 内　小 鶴見区矢向3-5-4-106 573-0775
154 宮野耳鼻咽喉科医院 耳 鶴見区矢向3-37-5 581-1682

155 南武クリニック
内　小　胃　皮
肛　ﾘﾊ　ｱﾚ

鶴見区矢向4-7-21
ﾗｲｵﾝｽﾞﾋﾞﾙ尻手401

571-8806

156 藤川耳鼻咽喉科医院 耳　気 鶴見区矢向4-8-7 573-6485
157 須田診療所 胃　外　産婦 鶴見区矢向4-33-10 574-2021

158
医療法人社団桜英会
さくら診療所

内　小 鶴見区矢向5-4-34 581-6070

159 安藤内科クリニック 内　循内 鶴見区矢向5-5-15 573-3651
160 はぐ組こどもクリニック 小 鶴見区矢向5-6-22　飯塚眼科ﾋﾞﾙ101 717-7220

161 飯塚眼科医院 眼
鶴見区矢向5-6-22
飯塚眼科ﾋﾞﾙ2F

586-0801

162 にしむら皮フ科形成外科 形　皮
鶴見区矢向5-6-22
飯塚眼科ﾋﾞﾙ2F

586-1224

163 秋山みつる眼科 眼
鶴見区矢向5-9-23
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

570-3260
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164 神内科 内　放
鶴見区矢向5-9-23
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

580-2233

165 おおはし整形外科クリニック 整　ﾘﾊ
鶴見区矢向5-9-23
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

580-1154

168
医療法人健希会
あいはらクリニック
皮フ科形成外科

皮　形
鶴見区矢向5-9-23
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

570-4112

169 矢向レディースクリニック 婦　産
鶴見区矢向5-9-23
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

633-4189

170 みずの心療内科 心内　内　神　精
鶴見区矢向5-9-23
さいか屋ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

572-4388

171 小泉整形外科 整　ﾘﾊ 鶴見区矢向5-9-52 573-1177
172 矢向診療所 内　小　婦 鶴見区矢向6-3-25 581-4218

173
東洋製罐グループエンジニア
リング株式会社健康支援室

内　外　眼　耳　皮 鶴見区矢向6-19-45 571-1323 特定


