
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町　医療機関・介護保険サービス事業者一覧
 平成28年5月1日現在

病院

No. 名称 住所 診療科目 電話 外来休診日

1 北小田原病院 南足柄市矢倉沢625
精神科, 内科, 皮膚科, 老年精神科, 脳神
経内科

0465-73-2191 基本　日、祝日・平日午後

2 大内病院 南足柄市中沼594-1

内科, 循環器内科, 小児科, 糖尿病内科,
消化器内科, アレルギー科, 外科, 循環器
外科, 消化器外科, 肛門外科, 整形外科,
皮膚科

0465-74-1515 基本　日、祝日

3
日野原記念　ピースハ
ウス病院

足柄上郡中井町井ノ口1000-1 緩和ケア 0465-81-8900

4 佐藤病院 足柄上郡大井町金子1922-3 内科, 整形外科 0465-83-5611 日曜・祝日の午後

5
独立行政法人
神奈川県病院機構
神奈川県立足柄上病院

足柄上郡松田町松田惣領866-1

総合診療科、消化器内科、循環器内科、神
経内科、精神科外科、脳神経外科、整形外
科形成外科、外科、産婦人科、小児科、眼
科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、リハ
ビリテーション科、放射線科、麻酔科

0465-83-0351 日、祝、土

6 （医）陽風会高台病院 足柄上郡開成町金井島1983 内科、リハビリテーション科、歯科 0465-83-5015 日、土午後



診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

1 いずみ耳鼻咽喉科医院
南足柄市関本565-5ヴェルミ1
203号

耳鼻咽喉科 0465-73-2207 日、木、土午後、祝日

2
南足柄レディースクリ
ニック

南足柄市関本565-5ヴェルミ1
204号室

老年精神科 0465-72-5756 日、水、木午後、祝日

3 南足柄クリニック
南足柄市関本565-5ヴェルミ1
3階

泌尿器科 0465-72-7701 第2日、日午後、火、木、祝日

4
安藤眼科医院南足柄ク
リニック

南足柄市関本569ヴェルミ2 1階 眼科 0465-73-1515
日、月、水、金午後、土午前、

祝日

5 博真会河野医院 南足柄市関本611-1
内科、消化器科、アレルギー科、小児科、
外科、麻酔科

0465-74-0391 日、水午後、土午後、祝日

6 おぎの整形外科、歯科 南足柄市関本750-1
整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

0465-73-1100 日、水、祝日

7
くまざわ皮フ科クリ
ニック

南足柄市関本830-1-2 皮膚科 050-3774-6600 日、木、土午後、祝日

8 鈴木医院 南足柄市関本930 内科、小児科 0465-74-0021
日、水、土午後（祝日のある週

の水は診療あり）、祝日

9
富士フイルム健康管理
センター

南足柄市狩野681 内科、歯科 0465-73-7480 日、土、祝日

10 吉沢医院 南足柄市千津島2437 内科、外科、皮膚科 0465-74-2222
日、月～水午後、

木、金･土午後、祝日

11
柴田産科婦人科クリ
ニック

南足柄市壗下440-2 産婦人科, 小児科 0465-74-1135 日、水、祝日

12 上野医院 南足柄市壗下1019-9
内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環
器科、アレルギー科、小児科

0465-74-1201 日、火午後、木、土午後、祝日

13 奥津医院 南足柄市生駒381 内科、消化器科、小児科 0465-74-0024 日、水午後、土午後、祝日



診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

14 石川医院 南足柄市塚原710-2 内科, 小児科, 外科, 消化器科 0465-72-1230 日午後、月、祝日

15 光生診療所 南足柄市塚原1407 内科、小児科、皮膚科 0465-74-4671 日、水、土午後、祝日

16 ウチダクリニック 南足柄市塚原1532-1 皮膚科, 形成外科, 美容外科 0465-27-2799 月、水、金、祝日

17 武尾医院 南足柄市塚原2641 内科、小児科 0465-74-0235 日、木、祝日

18 緑蔭診療所 南足柄市塚原4350-1
内科、婦人科、漢方内科、小児科、心療内
科

0465-73-3470
日、月、第1木、第3木、第5木、

祝日

19 こうの内科クリニック 南足柄市岩原180-1 内科、呼吸器科 0465-73-2218 日、木、土午後、祝日

20 いのうえクリニック
南足柄市沼田97-1ララミーマン
ション

内科, 胃腸科, こう門科 0465-71-1311 日、木、祝日

21 朝長医院
足柄上郡中井町北田字宮下529‐
7

内科、外科、整形外科 0465-81-1118
月午前、水午前、金午後以外休

診

22
なかいファミリークリ
ニック

足柄上郡中井町井ノ口1876‐1 内科、小児科、循環器科 0465-81-8822 日、木午後、土午後

23 みつぼしクリニック 足柄上郡中井町北田525
【訪問診療】内科、皮膚科、心療内科、が
ん診療科(放射線科)

0465-80-0404 土、日

24 りゅう医院 足柄上郡中井町比奈窪35
内科、整形外科、小児科、リハビリテー
ション科

0465-81-0223 日、木午後、土午後

25 渥美医院 足柄上郡大井町金子48 内科, 小児科 0465-82-2539
木・土の午後
日・祝日

26 堀内医院 足柄上郡大井町金子849番地1 内科, 循環器内科, 皮膚科, 泌尿器科 0465-82-1301
木・日の午後

祝日



診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

27
武田耳鼻咽喉科クリ
ニック

足柄上郡大井町金子1375 耳鼻咽喉科 0465-83-7733 木・日・祝日

28 まえかわクリニック 足柄上郡大井町金子2601番地1
内科, 小児科, アレルギー科, リウマチ
科, リハビリテーション科

0465-86-0777
水・土の午後
日・祝日

29 友和クリニック 足柄上郡大井町金手127 人工透析内科 0465-83-6121 日

30 大井町クリニック 足柄上郡大井町上大井409番地5 内科, 循環器科, 小児科, 婦人科 0465-82-8971
土の午後

水・日・祝日

31 瀬戸クリニック 足柄上郡大井町山田1133 内科, 心療内科, 小児科 0465-82-7886
土の午後

木・日・祝日

32 あしがらクリニック
足柄上郡松田町松田惣領1886-5
戸倉ビル１F

精神科、心療内科 0465-82-2555
日、祝、木、
土2時まで診療

33
医療法人社団
安藤眼科医院

足柄上郡松田町松田惣領995-1 眼科 0465-83-4545 日、祝、土午後

34
医療法人社団
佐藤内科医院

足柄上郡松田町松田惣領1333 内科、糖尿病内科 0465-82-0565
日、祝、木

土午後

35 秀成堂　鈴木医院 足柄上郡松田町松田惣領1931 小児科、内科 0465-82-0025 日、祝、土午後

36
医療法人社団
田村小児科医院

足柄上郡松田町松田庶子1532 小児科、内科 0465-82-1710 日、祝、木

37
にしこうり形成外科
皮ふ科

足柄上郡松田町松田惣領1196-1
クレドゥレスポワール1A

皮膚科、形成外科 0465-44-4906 日、祝、水

38
まごころ内科整形外科
クリニック

足柄上郡松田町松田惣領992-1 内科、整形外科、理学療法科 0465-83-1789
日、祝、水、土午後2時～5時ま

でリハビリのみ

39
松田町
国民健康保険診療所

足柄上郡松田町寄2538 内科、小児科、外科 0465-82-2119 日、祝、土



診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

40 山田内科医院
足柄上郡松田町寄2538松田庶子
1543-1

内科、小児科 0465-83-0061
日、祝、木

土午後

41 おおり医院 足柄上郡山北町山北192
呼吸器内科、消化器内科、感染症内科、ア
レルギー科、糖尿病内科、小児科、外科、
皮膚科、在宅医療、海外医療

0465-75-0056
土・日・祝日の午後

1月1日

42
ねもと総合内科クリ
ニック

足柄上郡山北町山北722-32 内科、小児科 0465-75-0095
日、祝日、
水・土の午後

43 飛彈クリニック 足柄上郡山北町向原150 内科、循環器科、外科、小児科、皮膚科 0465-75-1717
日、祝日、
木の午後

44 山北町立山北診療所 足柄上郡山北町谷ケ1018-20 内科、外科、小児科 0465-77-2281
日、祝日、
木・土の午後

45
（医）遠藤耳鼻咽喉科
医院

足柄上郡開成町吉田島4364-4 耳鼻咽喉科 0465-82-3536 日、木、土午後

46 (医）大熊整形外科 足柄上郡開成町延沢778-1 整形外科 0465-82-6393 日、木

47 岡部医院 足柄上郡開成町吉田島2819 内科、小児科、循環器科 0465-82-5569 日、木、土午後

48 おくやま小児科 足柄上郡開成町みなみ1-22-3 小児科、アレルギー科 0465-85-1717 日、木午後、土午後

49
(医）おひさま会　おひ
さまクリニック

足柄上郡開成町延沢695-1 内科、外科 0465-85-3228 日、土

50 開成駅光クリニック
足柄上郡開成町吉田島4351-9藤
与駅前ビル

産婦人科、内科 0465-83-2701 日、月午前、木午前、金

51
（医）眼科さくらクリ
ニック

足柄上郡開成町延沢866-1 眼科 0465-43-6885 日、水午後、木



診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

52 小泉クリニック
足柄上郡開成町吉田島4352-3
ザ・開成プレイス１階

内科、呼吸科、循環器科 0465-82-1117 日、木、土午後

53 （医）陽康会　樹医院 足柄上郡開成町吉田島4320-2 内科、外科、脳外科、整形外科 0465-85-1111 日、木

54
（医）陽康会　樹こど
もクリニック

足柄上郡開成町吉田島4320-2
３F

小児科、（内科） 0465-85-1112 日、水、土午後

55
（医）鴎友会　白鴎医
院

足柄上郡開成町牛島270
内科、消化器科、循環器科、外科、リウマ
チ科

0465-82-0890 日、木午後、土午後

56 松元医院 足柄上郡開成町吉田島408 内科、消化器科、小児科 0465-82-0845 日、水、土午後

57 吉原医院 足柄上郡開成町吉田島1156 内科、精神科、神経科 0465-82-3300 日、火午後、木午後、金午後



歯科診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

1 土岐歯科医院 南足柄市関本561-1 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-74-0100 日、水、祝日

2 おぎの整形外科、歯科 南足柄市関本750-1 歯科、歯科口腔外科 0465-73-2288 日、水、祝日

3 萩原歯科医院 南足柄市飯沢33-8 歯科 0465-72-1188 日、木、祝日

4 北林歯科 南足柄市中沼538-2 歯科、小児歯科 0465-74-0084 日、祝日

5 辻浜歯科医院 南足柄市中沼585 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-74-2104 日、木、祝日

6 ささき歯科 南足柄市中沼577-1 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-73-3200
日、木、祝日（祝日のある週の

木は診療あり）

7 園田歯科医院 南足柄市千津島1233-1 歯科 0465-72-0418 日、水午後、木、土午後、祝日

8 武尾歯科クリニック 南足柄市怒田2823-1 歯科、矯正歯科 0465-72-0448 日、木、祝日

9 加藤歯科医院 南足柄市壗下387 歯科 0465-74-2377 日、水、祝日

10 みつはし歯科医院 南足柄市壗下122-1 歯科、矯正歯科、小児歯科 0465-73-1118 日、祝日

11
ウエストパーク・デン
タル・クリニック

南足柄市怒田2809-21 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-73-3186 日、木、祝日

12 瀬戸歯科醫院 南足柄市竹松1743 歯科、歯科口腔外科 0465-74-9471 日、木、土午後、祝日

13 松本歯科 南足柄市和田河原579-1 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-71-2220 日、水、祝日



歯科診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

14 渋谷歯科医院 南足柄市和田河原955-1 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-74-0841 日、木、祝日

15 たんぽぽ歯科医院 南足柄市塚原1533 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-72-1118 日、土午後、祝日

16 武尾歯科 南足柄市塚原2642-4 歯科 0465-74-0781 日、祝日

17 新村歯科医院 南足柄市岩原136-2 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-74-8848 日、木、祝日

18 マキノ歯科医院 南足柄市沼田14-7 歯科、矯正歯科 0465-66-3301 木

19 加藤歯科クリニック 足柄上郡中井町井ノ口1866-6 歯科・小児歯科 0465-81-6480 日、木、祝日

20 小山歯科医院 足柄上郡中井町松本12-2 歯科 0465-81-0235 日、木、祝日

21 朝長医院
足柄上郡中井町北田字宮下529‐
7

歯科・小児歯科 0465-81-1119 日、火、木、土午後

22
あしがら中井歯科診療
所

足柄上郡中井町井ノ口2419-29 歯科 0465-43-6533 日、土、祝日

23 中井歯科診療所 足柄上郡中井町井ノ口2439-2 歯科 0465-81-3540 日、木、祝日

24 間宮歯科医院 足柄上郡大井町金子210 歯科 83-5622 木・日・祝日

25 大井町歯科医院 足柄上郡大井町金子312 歯科 83-7020 水・日・祝日



歯科診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

26
大井松田ファミリー歯
科

足柄上郡大井町金子343　ミマス
モール2Ｆ　2-05

歯科 20-9400 祝日

27 鈴木歯科医院 足柄上郡大井町金子2593-1 歯科 83-1357 木・日・祝日

28 楢山歯科医院 足柄上郡大井町金手955-3 歯科 83-5000 木の午後　　　　日・祝日

29 岡部歯科医院 足柄上郡大井町金手1081-9 歯科, 小児歯科 85-1622 日・祝日

30 めぐみ歯科医院 足柄上郡大井町上大井104-1 歯科, 矯正歯科, 小児歯科 85-0008 日・祝日

31 小宮歯科医院 足柄上郡大井町西大井26 歯科, 小児歯科, 歯科口腔外科 83-1181
木・土の午後
日・祝日

32 鍵和田歯科医院 足柄上郡松田町松田惣領1212-1 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-83-2184
日、祝、木

土5時まで診療

33 渋谷歯科医院 足柄上郡松田町松田惣領2049 歯科 0465-82-0059 日、木

34 田村歯科医院 足柄上郡松田町松田惣領1217-1
歯科、矯正歯科、小児歯科
歯科口腔外科

0465-82-0010
火、木のみ診療
他の曜日休診

35 西村歯科医院
足柄上郡松田町松田惣領1375-1
2F

歯科、矯正歯科、小児歯科
歯科口腔外科

0465-84-1955
日、祝

第2、4土

36 村山歯科医院 足柄上郡松田町松田惣領1017-5 歯科、小児歯科 0465-82-1217
日、木（祝日のある週の木は診

療あり）

37 小林歯科医院 足柄上郡松田町寄29-1316-3 歯科、 0465-89-2508 日、祝、木



歯科診療所

No. 名称 住所 診療科目 電話 休診日

38 いちじま歯科医院 足柄上郡山北町山北711-31 歯科 0465-76-3701 日

39 小原歯科医院 足柄上郡山北町山北1761 歯科　 0465-75-0067 木、日、祝日

40 藤井歯科医院 足柄上郡山北町向原2038
歯科　小児歯科
歯科口腔外科

0465-75-0096 木、日、祝日

41
あじさい歯科クリニッ
ク

足柄上郡開成町延沢695-1ザ・プ
ライム1F

歯科 0465-84-0073 －

42 金子歯科医院
足柄上郡開成町延沢854プラザ開
成204

歯科、小児歯科 0465-82-1836 日、木

43
きばやし歯科クリニッ
ク

足柄上郡開成町吉田島4351-9藤
与駅前ビル2F

歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-73-1771 日、木（祝日のある木は診療）

44
ダイ・デンタルクリ
ニック

足柄上郡開成町延沢875 歯科、歯科口腔外科 0465-20-3233 日午後、水、土午後

45 たまき歯科医院 足柄上郡開成町吉田島4355-3 歯科 0465-84-1182 日、水

46 辻村歯科医院 足柄上郡開成町吉田島951 歯科 0465-83-4858 日、木

47 坪井歯科医院 足柄上郡開成町円通寺7-1 歯科 0465-82-2728 日、木

48
なかむらデンタルオ
フィス

足柄上郡開成町延沢836-2 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0465-84-1884 日

49 中村歯科医院
足柄上郡開成町牛島50-4
TYS504-102号

歯科 0465-83-5318 日

50 わかば歯科医院 足柄上郡開成町吉田島1403 歯科、小児歯科 0465-83-5001 水、土


