
横浜ブロック

法人名 所属 郵便番号 市 番地 電話番号

医療法人善仁会 横浜第一病院 220-0011 横浜市 西区高島2-5-15 045-453-6711

特定医療法人財団慈啓会 大口東総合病院 221-0014 横浜市 神奈川区入江2-19-1 045-401-2411

公益財団法人柿葉会 神奈川診療所 221-0043 横浜市 神奈川区新町15-6 045-441-0225

社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会神奈川県病院 221-0821 横浜市 神奈川区富家町6-6 045-432-1111

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

神奈川県済生会

東神奈川リハビリテーション病院 221-0822 横浜市 神奈川区西神奈川1-13-10 045-324-3600

学校法人　神奈川歯科大学 神奈川歯科大学附属横浜研修セン

ター・横浜クリニック

221-0835 横浜市 神奈川区鶴屋町3-31-6 045-313-0007

（㈱GCI 訪問看護ステーション芍薬 221-0852 横浜市 神奈川区三ツ沢下町6-16 050-6861-0777

横浜市 横浜市立市民病院 221-0855 横浜市 神奈川区三ツ沢西町1-1 045-316-4580

医療法人五星会 新横浜リハビリテーション病院 221-0864 横浜市 神奈川区菅田町2628-4 045-474-5511

医療法人三星会 大倉山記念病院 222-0001 横浜市 港北区樽町1-1-23 045-531-2546

医療法人五星会 菊名記念病院 222-0011 横浜市 港北区菊名4-4-27 045-402-7111

横浜市健康福祉局障害者更生相談

所

222-0035 横浜市 港北区鳥山町1770 045-473-0631

横浜市リハビリテーション事業団 横浜市総合リハビリテーションセ

ンター

222-0035 横浜市 港北区鳥山町1770 045-473-0666

独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院 222-0036 横浜市 港北区小机町3211 045-474-8111

横浜市北部児童相談所 224-0032 横浜市 都筑区茅ヶ崎中央32-1 045-948-2441

神奈川トヨタ自動車株式会社 224-0044 横浜市 都筑区川向町880-1 045-534-3413

医療法人社団若葉会 つづき病院 224-0057 横浜市 都筑区川和町2674-83 045-941-3380

学校法人昭和大学 昭和大学横浜市北部病院 224-8503 横浜市 都筑区茅ヶ崎中央35-1 045-949-7000

医療法人社団　博慈会 青葉さわい病院 225-0004 横浜市 青葉区元石川町4300 045-901-0025
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医療法人社団明芳会 江田記念病院 225-0012 横浜市 青葉区あざみ野南1-1 045-912-0111

医療法人社団成仁会 市ケ尾病院 225-0024 横浜市 青葉区市ヶ尾町23-1 045-511-7811

医療法人社団青葉会 牧野リハビリテーション病院 226-0003 横浜市 緑区鴨居3-32-33 045-934-7000

医療法人社団元気会 横浜病院 226-0013 横浜市 緑区寺山町729 045-933-1011

社会福祉法人みどりの風 介護老人保健施設　みどりの杜 226-0024 横浜市 緑区西八朔町99-1 045-929-5000

公益財団法人横浜勤労者福祉協会 みどり野診療所 226-0025 横浜市 緑区十日市場915-14 045-981-7222

医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 226-0025 横浜市 緑区十日市場町1726-7 045-984-2400

医療法人社団恵有会 緑協和病院 227-0036 横浜市 青葉区奈良町1802 045-962-6666

学校法人昭和大学 昭和大学藤が丘病院 227-8501 横浜市 青葉区藤が丘1-30 045-971-1151

学校法人昭和大学 昭和大学藤が丘リハビリテーショ

ン病院

227-8518 横浜市 青葉区藤が丘2-1-1 045-974-2221

財団法人　横浜勤労者福祉協会 うしおだ老健やすらぎ 230-0001 横浜市 鶴見区矢向1-6-20 045-574-3312

公益財団法人横浜市勤労福祉協会 汐田総合病院 230-0001 横浜市 鶴見区矢向1-6-20 045-574-1011

社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会横浜市東部病院 230-0012 横浜市 鶴見区下末吉3-6-1 045-576-3000

医療法人平和会 平和会在宅支援ｾﾝﾀｰひなたぼっこ 230-0017 横浜市 鶴見区東寺尾中台30-2
045-570-5450

医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 230-0047 横浜市 鶴見区下野谷町4-145-1 045-503-2000

生麦病院 230-0052 横浜市 鶴見区生麦1-14-21 045-521-1191

NPO法人神奈川労災職業病セン

ター

NPO法人神奈川労災職業病セン

ター

230-0062 横浜市 鶴見区豊岡町20-9-505 045-573-4289

医療法人社団康心会 ふれあい鶴見ホスピタル 230-0077 横浜市 鶴見区東寺尾4-4-22 045-586-1717

横浜市こころの健康相談センター 231-0005 横浜市 中区本町2-22　京阪横浜ビル10F 045-671-4455
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横浜市 中福祉保健センター 231-0021 横浜市 中区日本大通35 045-221-8181

医療法人回生会 ふれあい横浜ホスピタル 231-0031 横浜市 中区万代町2-3-3 045-681-5101

社団法人日本海員掖済会 横浜掖済会病院 231-0036 横浜市 中区山田町1-2 045-261-8191

医療法人社団松和会 望星関内クリニック 231-0048 横浜市 中区蓬莱町2-4-1

関内ﾄｰｾｲﾋﾞﾙⅢ11F

045-243-5711

独立行政法人地域医療機能推進機

構

横浜中央病院 231-8553 横浜市 中区山下町268 045-641-1921

日本赤十字社 横浜市立みなと赤十字病院 231-8682 横浜市 中区新山下3-12-1 045-628-6100

一般社団法人横浜市南区医師会 在宅医療相談室 232-0017 横浜市 南区宿町4-76-1南区休日急患診療

所内

045-315-7134

公立大学法人横浜市立大学 横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝ

ﾀｰ

232-0024 横浜市 南区浦舟町4-57 045-261-5656

地方独立行政法人神奈川県立病院

機構

神奈川県立こども医療センター 232-8555 横浜市 南区六ツ川2-138-4 045-711-2351

地方独立行政法人神奈川県立病院

機構

神奈川県立精神医療センター 2330006 横浜市 港南区芹が谷2-5-1 045-822-0241

神奈川県精神保健福祉センター 233-0006 横浜市 港南区芹が谷2-5-2 045-821-8822

医療法人コムニカ ホームケアクリニック横浜港南 234-0054 横浜市 港南区港南台3-22-15 045-832-5433

医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院 234-0055 横浜市 港南区日野南3-7-15 045-835-2000

医療法人MoLead つながるクリニック 234-0056 横浜市 港南区野庭町665 045-848-2700

社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会横浜市南部病院 234-8503 横浜市 港南区港南台3-2-10 045-832-1111

横浜市 横浜市立脳卒中・神経脊椎セン

ター

235-0012 横浜市 磯子区滝頭1-2-1 045-753-2500

医療法人光陽会 磯子中央病院 235-0016 横浜市 磯子区磯子2-20-45 045-752-1212

横浜市 横浜市磯子福祉保健センター 235-0016 横浜市 磯子区磯子3-5-1 045-750-2405
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医療法人社団康心会 康心会汐見台病院 235-0022 横浜市 磯子区汐見台1-6-5 045-761-3581

医療法人光陽会 関東病院 235-0023 横浜市 磯子区森1-16-26 045-754-0111

公立大学法人横浜市立大学 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市 金沢区福浦3-9 045-787-2800

医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病

院

236-0005 横浜市 金沢区並木2-8-1 045-788-0031

ケアミックス株式会社 236-0021 横浜市 金沢区泥亀1-18-31ﾌﾟﾗｲﾑﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

金沢文庫3F

045-790-1232

医療法人社団　景翠会 金沢病院 236-0021 横浜市 金沢区泥亀2-8-3 045-781-2611

横浜市 横浜市金沢福祉保健ｾﾝﾀｰ 236-0021 横浜市 金沢区泥亀2-9-1 045-788-7878

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 236-0037 横浜市 金沢区六浦東1-21-1 045-782-2101

医療法人社団協友会 金沢文庫病院 236-0042 横浜市 金沢区釜利谷東2-6-22 0570-783-706

医療法人社団景翠会 介護老人保健施設　こもれび 236-0042 横浜市 金沢区釜利谷東5-1-30 045-782-5611

横浜市西部児童相談所 240-0001 横浜市 保土ヶ谷区川辺町5-10 045-331-5471

医療法人社団　明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院 240-0025 横浜市 保土ヶ谷区狩場町218-9 045-721-3131

社会福祉法人有明会 レジデンス常盤台 240-0067 横浜市 保土ケ谷区常盤台74-7 045-348-8001

医療法人社団恵生会 上白根病院 241-0002 横浜市 旭区上白根2-65-1 045-951-3221

医療法人社団協友会 介護老人保健施設ハートケア左近

山

241-0014 横浜市 旭区市沢町971-1 045-355-5033

IMSグループ　医療法人社団明芳

会

横浜旭中央総合病院 241-0801 横浜市 旭区若葉台4-20-1 045-921-6111

学校法人聖マリアンナ医科大学 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 241-0811 横浜市 旭区矢指町1197-1 045-366-1111

横浜市 戸塚区役所 244-0003 横浜市 戸塚区戸塚町16-17 045-866-8431

横浜未来ヘルスケアシステム ヒューマンライフケア横浜 244-0003 横浜市 戸塚区戸塚町1800-3 045-866-2000

医療法人横浜平成会 平成横浜病院 244-0003 横浜市 戸塚区戸塚町550 045-860-1777

医療法人社団明芳会 東戸塚記念病院 244-0801 横浜市 戸塚区品濃町548-7 045-825-2111
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IMSグループ イムス横浜東戸塚総合リハビリ

テーション病院

244-0805 横浜市 戸塚区川上町690-2 045-822-4151

医療法人社団健齢会 ふれあい東戸塚ホスピタル 244-0806 横浜市 戸塚区上品濃16-8 045-827-2637

医療法人社団鵬友会 新中川病院 245-0001 横浜市 泉区池の谷3901 045-812-6161

社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 245-0006 横浜市 泉区西が岡1-28-1 045-813-0221

医療法人社団　鵬友会 湘南泉病院 245-0009 横浜市 泉区新橋町1784 045-812-2288

医療法人横浜未来ヘルスケアシス

テム

戸塚共立リハビリテーション病院 245-0024 横浜市 泉区和泉中央北1-40-34 045-800-0320

横浜市泉区役所 245-0024 横浜市 泉区和泉中央北5-1-1 045-800-2446

医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院 245-0062 横浜市 戸塚区汲沢町1025-6 045-864-1241

医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院 245-8560 横浜市 戸塚区汲沢町56 045-871-8855

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 245-8575 横浜市 戸塚区原宿3-60-2 045-851-2621

横浜市 横浜市瀬谷区福祉保健センター 246-0021 横浜市 瀬谷区二ツ橋町190 045-367-5656

医療法人社団聖仁会 横浜甦生病院 246-0031 横浜市 瀬谷区瀬谷4-30-30 045-302-5001

医療法人社団美里会 介護老人保健施設宮沢の里はなも

も苑

246-0038 横浜市 瀬谷区宮沢4-13-1 045-300-3335

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 247-8581 横浜市 栄区桂町132 045-891-2171
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