
先進医療実施施設一覧：神奈川県                2019 年 9 月 18 日現在 

●先進医療登録システムに登録し、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(※)」に掲載されている施設

情報を掲載しています。情報更新のタイミングにより、双方の情報が異なる場合がありますのでご注意ください。 

 ※先進医療を実施している医療機関の一覧：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html 

●掲載されている実施施設につきまして、その診療内容を当学会が保証するものではありません。 

公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 

施設名 郵便番号 住所 電話番号 

安藤眼科医院小田原クリニック 〒250-0862 小田原市成田 168 0465-38-0344 

スカイビル眼科医院 〒220-0011 横浜市西区高島 2-19-12 スカイビル 9 階 045-461-1675 

深作眼科内科リハビリ科横浜西口楠町本院 〒220-0003 横浜市西区楠町 5-1 045-325-0055 

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 

大塚眼科クリニック 〒210-0007 
川崎市川崎区駅前本町 12-1  
川崎駅前タワーリバーク 7F 

044-200-7773 

医療法人 松鵠会 みたに眼科クリニック 〒243-0401 海老名市東柏ケ谷 5-18-19 三紫ビル 1 階 046-236-5830 

医療法人社団 三穂会 満尾医院  〒244-0002 横浜市戸塚区矢部町 645-11 045-861-1675 

稲村眼科クリニック 〒231-0045 横浜市中区伊勢佐木町 5-125 045-263-1771 

学校法人北里研究所 北里大学病院 〒252-0375 相模原市南区北里 1-15-1 042-778-8464 

公立大学法人 横浜市立大学附属病院 〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-9  045-787-2683 

大船田園眼科 〒247-0056 鎌倉市大船 2-18-36  0467-45-0485 

医療法人社団 律心会 辻眼科クリニック 〒210-0841 
川崎市川崎区渡田向町 29-11  
アソルティ川崎渡田向町１階  

044-211-8115 

おおたけ眼科つきみ野医院 〒242-0001 大和市下鶴間 521-8 046-278-0033 

医療法人若草会 横須賀中央眼科 〒238-0008 
横須賀市大滝町 2-6 
ザ・タワー横須賀中央 303  

046-827-4001 

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 

医療法人社団 久里浜眼科 〒239-0831 横須賀市久里浜 4-8-16  046-833-0057 

医療法人社団蒼風会 あおと眼科 〒235-0033 
横浜市磯子区杉田 5-7-7 
ライフコート杉田 201  

045-770-6103 

医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 〒247-8533 鎌倉市岡本 1370-1  03-3291-8577 

医療法人社団 光耀会 山本眼科医院 〒254-0046 
平塚市立野町 40-10 
YAMA メディカルパーク 3F 

0463-31-1156 

あんどう眼科 向ヶ丘遊園クリニック 〒214-0014 
川崎市多摩区登戸 2130-2  
アトラスタワー向ヶ丘遊園201  

044-931-0800 

医療法人慶恭会 鎌倉小町通り眼科 〒248-0006 鎌倉市小町 1-6-8 リアスコビル 1F 0467-61-2623 

医療法人風航会シーサイド眼科茅ヶ崎 〒253-0052 茅ヶ崎市幸町 2-18 武藤コンフォービル 2F 0467-33-4335 

だんのうえ眼科クリニック 〒211-0053 
川崎市中原区上小田中 3-23-34  
メディ中原ビル 3 階 

044-777-7700 
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横浜みなと眼科 〒232-0024 横浜市南区浦舟町 4-47-2 045-243-1313 

医療法人 風航会 大和中央眼科 〒242-0021 大和市中央 4-1-2 近藤ビル 5F 046-200-7113 

総合新川橋病院 〒210-0013 川崎市川崎区新川通 1-15 044-222-2111 

医療法人 戸塚駅前鈴木眼科 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 16-1 トツカーナ 5F 045-860-7888 

塚原眼科医院   〒241-0821 横浜市旭区二俣川 1-5-38 FS ﾋﾞﾙ 2 階 045-363-1102 

医療法人社団 ライト  
クイーンズ・アイ・クリニック 

〒220-6204 
横浜市西区みなとみらい 2-3-5  
クイーンズタワーC 4F 

045-682-4455 

医療法人社団 復明館  
すずき眼科クリニック 

〒259-1133 伊勢原市東大竹 1541-1 0463-93-1341 

眼科根崎医院 〒259-1131 伊勢原市伊勢原 2-2-26 今井ビル 3F 0463-97-3533 

聖マリアンナ医科大学病院 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 

金沢文庫アイクリニック 〒236-0042 横浜市金沢区釜利谷東 2-16-32-2F  045-780-5252 

鶴見中央眼科 分院 〒230-0051 
横浜市鶴見区鶴見中央 1-4-1  
坂口屋ビル 4F 

045-508-1017 

いせはら桜台眼科 〒259-1132 伊勢原市桜台 1-15-4 0463-93-6663 

ささお眼科 〒241-0821 
横浜市旭区二俣川 1-43-28  
ドンキホーテ二俣川店 2 階  

045-364-1010 

菊地眼科クリニック 〒212-0053 川崎市幸区下平間 152-3 044-520-6366 

湘南ごしょみ眼科 〒252-0826 藤沢市宮原 3343-1 066-48-8522 

秦野赤十字病院 〒257-0017 秦野市立野台一丁目 1 番地  0463-81-3721 

きくな湯田眼科 〒222-0011 横浜市港北区菊名 4-2-7 045-435-3755 

日本医科大学武蔵小杉病院 〒211-8533 川崎市中原区小杉町 1 丁目396 番地 044-733-5181 

医療法人社団 蒼風会 追浜駅前眼科 〒237-0068 
横須賀市追浜本町 1-28-5 
サンビーチ追浜 4 階  

046-876-9664 

アイクリニックイシハラ 〒254-0035 平塚市宮の前 1-2 ７F  0463-22-4976 

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 

独立行政法人 労働者健康安全機構  
横浜労災病院 

〒222-0036 横浜市港北区小机町 3211 045-474-8111 

学校法人 総持学園  
鶴見大学歯学部附属病院 

〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見 2-1-3 045-580-8599 
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かやま眼科クリニック 〒213-0013 
川崎市高津区末長 1-9-1  
スタイリオ梶が谷モール６階 

044-789-5322 

神奈川北央医療生活協同組合  
さがみ生協病院 

〒252-0303 相模原市南区相模大野 6-2-11 042-743-3261 

後藤眼科医院  〒248-0012 鎌倉市御成町 4-40 松田ビル 3 階 0467-22-0307 

医療法人 湘陽会 ルミネはたの眼科  〒251-0052 藤沢市藤沢 438-1 ルミネプラザ 7F 0466-50-0811 

医療法人社団 清恩会 あおば眼科  〒227-0055 横浜市青葉区つつじが丘 24-23 045-981-4122 

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  045-974-6552 

厚木市立病院  〒243-8588 厚木市水引 1 丁目 16 番 36 号 046-221-1570 

小田原市立病院  〒250-8558 小田原市久野 46  0465-34-3175 

もりた眼科クリニック 〒259-1216 平塚市入野 147-5 0463-30-4113 

医療法人社団 優光会  
かなさしクリニック 

〒254-0034 
平塚市宝町 2-1  
ホーメスト平塚共同ビル 7 階 

0463-24-2356 

善行すずき眼科 〒251-0871 藤沢市善行１丁目 22-11 0466-83-0055 

医療法人 藤和会 とつか眼科 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 16-5 ARK ビル 3 階 034-861-6620 

宮前平おがわ眼科クリニック 〒216-0024 川崎市宮前区南平台 19-14 044-975-4617 

医療法人 真愛 新川崎眼科 〒212-0032 川崎市幸区新川崎 5-2 シンカモール 3 階 044-280-6135 

宿河原津田眼科クリニック 〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 3-12-7 大津医療ビル 044-930-2101 

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 

医療法人 紀雄会 こうの眼科クリニック 〒251-0047 
藤沢市辻堂 1-2-2 
リストレジデンス辻堂タワー3 階 

0466-37-0881 

横浜よつもと眼科 〒240-0002 
横浜市保土ヶ谷区宮田町 1-5-10 
高梨医療ビル 3 階 

045-744-6828 

たまプラーザやまぐち眼科 〒225-0003 
横浜市青葉区新石川 3-14-14 
ウェルフェアステージたまプラーザ 
クレシオ 1 階 

045-913-0333 

大和市立病院 〒242-8602 大和市深見西 8-3-6 046-260-0111 

東海大学医学部付属病院   〒259-1193 伊勢原市下糟屋 143 0463-93-1121 
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