
神奈川県医療課作成

【神奈川県】訪日外国人旅行者等に対する医療の提供体制（令和３年12月21日現在）

区分(1) 26 機関
※区分（１）：入院を要する外国人救急患者
に対応可能な医療機関

区分(2) 36 機関 ※区分（２）：診療所・歯科診療所を含む外
国人患者を受入可能な医療機関

計 62 機関

※網掛（緑）の医療機関は、令和３年度第２回選出分（計２医療機関）

NO
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医療圏
選出
年度

外国人患者を受け入れ
拠点的な医療機関区分

医療
機関
種別

医療機関
医療機関

(英語)
郵便番号 住所 住所(英語) 電話番号 受付時間 対応診療科と対応外国語 WEBサイト 利用可能なクレジットカード

その他利用可能な
キャッシュレス

サービス

災害
拠点
病院

外国人受入環
境整備事業の
対象医療機関

JMIP
※１

JIH
※２

救急
医療
体制

２４時間３
６５日対
応可否

1
横浜
（旧北
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
社会福祉法人恩賜財団済生会
横浜市東部病院

Saiseikai Yokohama-shi
tobu Hospital

230-8765
神奈川県横浜市鶴見区下末
吉3-6-1

3-6-1,Shimosueyoshi,Tsurumi
Ward, Yokohama, Kanagawa ,230-
8765

045-576-3000

（月-金）8:30-11:00
救急外来24時間対応
（土日・祝日）
救急外来24時間対応

【対応診療科】
救急科/整形外科/総合内科/消化器内科/消化器外科/小児肝臓消化器科/
呼吸器内科/呼吸器外科/循環器内科/不整脈科/心臓血管外科/血管外科/
糖尿病・内分泌内科/脳血管・神経内科/脳神経外科・脳血管内治療科/腎臓
内科/泌尿器科/産婦人科/乳腺外科/小児科/精神科/リハビリテーション科/
眼科/耳鼻咽喉科/皮膚科/口腔外科/集中治療科/麻酔科/放射線治療科/放
射線診断科/病理科/臨床検査科
【対応言語】
ZH/KO/HI/MS/VI/TL/TH/AR/EN/FR/DE/IT/ES/PT/RU/NE/ID/KM/MN

http://www.tobu.saiseikai.or.jp/ (日本語)
http://www.tobu.saiseikai.or.jp/en/ (英語)

VISA、MASTER、AMEX、
Diners Club、JCB

○ ○ ○ ○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

2
横浜
（旧北
部）

R1.9
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

病院 鶴見大学歯学部附属病院
Tsurumi　University
Dental　Hospital

230-8501
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
２－１－３

2-1-3,Tsurumi, Tsurumi-ku,
Yokohama-shi,Kanagawa,230-
8501

045-580-8500
(代）

（月-金）9:00-11:00、13:30-15:00
（土）9:00-11:00
日・祝日:休診

【対応診療科】歯科
【対応言語】EN

https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/dental-hospital/ VISA、MASTER、JCB 、
AMEX、Diners Club

デビットカード

3
横浜
（旧北
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 菊名記念病院 Kikuna Memorial Hospital 222-0011
神奈川県横浜市港北区菊名
4-4-27

4-4-27，Kikuna,Kouhoku－ku，
Yokohama-shi，Kanagawa,222-
0011

045-402-7111

（月-土）9:00-16:30
救急外来24時間対応
（日・祝日）
救急外来24時間対応

【対応診療科】救急科/内科/外科/皮膚科/脳神経外科/泌尿器科/整形外科
【対応言語】EN

https://kmh.or.jp Visa、JCB、MASTER、
AMEX、Diners Club

第二次救
急医療機
関

○

4
横浜
（旧北
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団慶博会　つなしま
医院

Medical Corporation
KEIHAKUKAI
Tsunashima Medical
Clinic

223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島
東1-6-10　Ｔ’ｓＢＲＩＧＨＴＩＡ
綱島3階

T's BRIGHTIA Tsunashima 3F,
Tsunashimahigashi, Kohuku-ku,
Yokohama-shi,Kanagawa,223-
0052

045-531-1212

（月）9:00‐12:00
（木）14:00‐18:30
※担当医師が不在の場合もありますので、来院
前にご連絡ください。
（土）9:00‐12:00、14:00‐16:30
（日）10:00‐12:30
※対応可能な場合あり

【対応診療科】内科/外科
【対応言語】EN

http://www.tsunashima-iin.com/（日本語）
VISA、MASTER、AMEX、
JCB

5
横浜
（旧北
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

新川新横浜クリニック
Shinkawa-Shinyokohama
Clinic

222-0033
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-6-13新横浜ステーショ
ンビル２階

2-6-13, Shinyokohama,
Kouhoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa,222-0033

045-476-9009
（月・火・木・金）9:45-13:45、15:45-18:45
（水）9:45-13:45
（土）9:45-12:45

【対応診療科】耳鼻咽喉科
【対応言語】EN/ZH

http://www.shinkawa-shinyokohama.com

6
横浜
（旧北
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

はな眼科 Hana Eye Clinic 225-0002
横浜市青葉区美しが丘２－
２０－１８ドムス有本２０１

201, Domus Arimoto, 2-20-18,
Utsukushigaoka, Aoba-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa,225-

045-903-1349
（月・水）15:00-18:30
（金）10:00-13:00
（土）9:00-12:00

【対応診療科】眼科
【対応言語】ＥＮ

https://byoinnavi.jp/clinic/29831 ペイペイ

7
横浜
（旧北
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団緑十字クリニック Midorijuji clinic 225-0011
神奈川県横浜市青葉区あざ
み野2-19-10

2-19-10, Azamino, Aoba-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa,225-
0011

045-902-3220
（月-土） 9:00-12:00
（月-金）14:00-18:30

【対応診療科】内科、外科
【対応言語】EN/DE

http://green-cross-clinic.com
VISA、MASTER、American
Express、Diners Club、
Discover

交通系マネー, Ali
pay, Wechat pay,

D払い

8
横浜
（旧北
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

すみれが丘クリニック Sumiregaoka Clinic 224-0013
神奈川県横浜市都筑区すみ
れが丘6-3

6-3,Sumiregaoka, Tsuzuki-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa,224-
0013

045-592-5050
（月-土）9:00-12:00（木曜日休診）
（月・水）:14:00-17:30

【対応診療科】
小児科/内科/皮膚科
【対応言語】EN

http://www.sumiregaoka-cl.com/ VISA、MASTER PayPay

9
横浜
（旧北
部）

R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人華夏会　西門歯科 Simon's dental office 230-0048
神奈川県横浜市鶴見区本町
通２−８４−１−１０２

2-84-1-102, Hontyoudori,
Tsurumi-ku, Yokohama,
Kanagawa

045-307-1997
（月・火・水・金）8:30-17:30
（土）8:30-12:00

【対応診療科】歯科
【対応言語】EN/ZH

http://www.simon-dental-office.com VISA、 MASTER、 AMEX、
JCB、

10
横浜
（旧北
部）

R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

こどもの木クリニック Kodomonoki clinic 224-0007
神奈川県横浜市都筑区荏田
南3-1-7

3-1-7, Edaminami, tsuzukiku,
Yokohama, Kanagawa

045-947-1888
（月-金）9:00-12:00、15:00-18:15
（土）9:00-12:45
休日:水、日、祝日

【対応診療科】
小児科、小児循環器科、児童精神科（土曜のみ、外来）
【対応言語】EN

http://www.myclinic.ne.jp/kodomo/
http://www.myclinic.ne.jp/kodomo/

11
横浜
（旧北
部）

R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

慶宮医院 Keigu Clinic 230-0023
横浜市鶴見区市場西中町2-
2

2-2 Nishinaka-cho,Tsurumiku
Ichiba,Yokohama,Tsurumiku,Ichib
a,Yokohama

045-501-5361
（月・火・金）9:00-12:00、13:30-17:00
（水・土）9:00-12:00
（木）9:00-12:00、13:30-15:00

【対応診療科】内科/小児科/その他
【対応言語】EN

www.keiguiin.com

12
横浜
（旧西
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 けいゆう病院 keiyu-hospital 221-8521
神奈川県横浜市西区みなと
みらい3-7-3

３-7-3，Minatomirai,Nishi－ku，
Yokohama-shi，Kanagawa,221-
8521

045-221-8181
（月-金）　8:00-11:30
（第2、4土）8:00-11:00　救急24時間対応

【対応診療科】
内科/外科/産婦人科/眼科/皮膚科/小児科/歯科/整形外科/泌尿器科/耳鼻
科
【対応言語】ＥＮ

https://www.keiyu-hospital.com/　（日本語）
https://www.keiyu-hospital.com/english/　（英語）

VISA、MASTER、AMEX、
JCB、DC、ＤINERS、UFJ ○

第二次救
急医療機
関

○

13
横浜
（旧西
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 横浜市立市民病院
Yokohama Municipal
Citizen's Hospital

221-0855
神奈川県横浜市神奈川区三
ツ沢西町１-１

１-
１,Mitsuzawanishimachi,Kanagawa
-ku,Yokohama-
shi,Kanagawa,221-0855

045-316-4580
（月-金）8:30-11:00（以降救急外来)
（土日・祝日）
救急外来24時間対応

救急科：EN/呼吸器内科：EN/IBD科：EN/産婦人科：EN/眼科：EN/耳鼻咽喉
科：EN/感染症内科：EN/緩和ケア内科：EN/腎臓内科：EN/脳神経内科：EN、
FR/循環器内科：EN/小児科：EN/消化器外科：EN/脳血管内治療科：EN/心臓
血管外科：EN/皮膚科：EN

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語

≪横浜市電話医療通訳サービス≫
【対応言語】
EN/ZH/KO/PT/ES/TH/VI/ID/TL/NE/MS/FR/IT/DE/RU

≪タブレットを使用したテレビ電話通訳サービス≫
【対応言語】
EN/ZH/KO/PT/ES：24時間対応可能
TH：９～21時、VI：９～20時、FR/TL：平日９～19時、RU/N/HI/ID：平日９～18
時

https://yokohama-shiminhosp.jp/index.html（日本語）
https://yokohama-shiminhosp.jp/en/index.html（英
語）

VISA、MASTER、Diners
Club、AMEX、
JCB

○ 〇

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

14
横浜
（旧西
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

はせがわ内科クリニック Hasegawa Medical Clinic 240-0053
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
新井町454-1

454-1, Arai-cho, Hodogaya-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa,240-
0053

045-372-3131
（月-金）8:45-12:00、14:15-18:00
（土）8:45-12:00、13:45-16:30

【対応診療科】内科
【対応言語】EN

http://www.hasegawa-naika.net/
JCB、AMEX、VISA、
MASTER、
DinersClub、DISCOVER、
中国銀聯

15
横浜
（旧西
部）

R2.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

東川島診療所 Higashikawashima-cl 240-0041
神奈川県横浜市保土ケ谷区
東川島町15-6

15-6,Higashikawashimacho,
Hodogayaku, Yokohama,
Kanagawa

045-373-9899 （月－金）9:00-12:00
【対応診療科】内科/外科/小児科/精神科/皮膚科
【対応言語】EN/ZH

http://www.higashikawashima-cl.com

16
横浜
（旧西
部）

R2.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

横浜けいあい眼科 和田町院
Yokohama Keiai Eye
Clinic

240-0065
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
和田1-11-17 コートリーハウ
ス2階

2F 1-11-17, Wada, Hodogaya-ku,
Yokohama,Kanagawa

045-331-5550
（月・水・金・土・日・祝日）10:00-13:00、15:00-
19:00

【対応診療科】眼科
【対応言語】EN

https://www.keigankai.com/ VISA、MASTER、AMEX、
JCB、中国銀聯

Paypay

17
横浜
（旧西
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 戸塚共立第1病院
totsuka-kyouritsu-dai1
Hospital

244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚
町116

116,Totsukachou, Totsuka-
ku,Yokohama-shi, Kanagawa,244-
0003

045-864-2501
（月-金）8:30-12:00、13:30-16:30
（土）8:30-12:30
日祝、救急外来は24時間対応

【対応診療科】
内科/神経内科/外科/整形外科/泌尿器科/形成外科/脳神経外科/その他
【対応言語】ZH
≪横浜市電話通訳サービス≫
【対応言語】EN/ZH/KO/PT/ES/TH/VI/ID/TL/NE/MS/FR/IT/DE/RU

http://www.tk1-hospital.com VISA、MASTER、JCB
第二次救
急医療機
関

18
横浜
（旧西
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 国際親善総合病院
International　Goodwill
hospital

245-0006
神奈川県横浜市泉区西が岡
1-28-1

1-28-1、Nishigaoka、Izumi-ku、
Yokohama-city, Kanagawa,245-
0006

045-813-0221

（月-金）8:30-11:00
（土）8:30-11:00
救急外来24時間対応
土曜午後、日、祝日救急外来24時間対応

【対応診療科】
救急科/内科/外科/小児科/精神科/皮膚科/脳神経外科/泌尿器科/整形外
科/眼科/耳鼻咽喉科/産婦人科/その他

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語
≪その他電話・ビデオ通訳≫
【対応言語】多数（要問合せ）

https://www.shinzen.jp/
（日本語）

https://www.shinzen.jp/?lang=en
(英語）

VISA、MASTER、JCB、
AMEX、DINER

○ ○
第二次救
急医療機
関

○

19
横浜
（旧西
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 湘南泉病院 Shounan Izumi Hospital 245-0009
神奈川県横浜市泉区新橋町
1784番地

1784,Shinbasichou,Izumi-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa,245-
0009

045-812-2288 （月-金）9:00-11:30、14:00-15:30
【対応診療科】内科
【対応言語】EN/TL

http://www.hoyukai.org/shonan-izumi/ VISA、Master、Amex、
JCB、Diners

第二次救
急医療機
関

20
横浜
（旧西
部）

R3.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
聖マリアンナ医科大学横浜市西
部病院

St. Marianna University
Yokohama City Seibu
Hospital

241-0811
神奈川県横浜市旭区矢指町
1197-1

1197-1,
Yasashicho,Asahi-ku,
Yokohama,Kanagawa

045-366-1111

（月-金、第2・4・5土曜）9:00-11:00
救急外来24時間対応
（第1・3土、日・祝日、年末年始休暇）
救急外来24時間対応

【対応診療科】
内科（全科）/外科/神経精神科/小児科/小児外科/心臓血管外科/脳神経外
科/整形外科/形成外科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/整形外科/眼科/耳鼻
咽喉科
【対応言語】EN

https://seibu.marianna-u.ac.jp/
VISA、MASTER、AMEX、
JCB、DC、AMERICAN
EXPRESS、UC、J-Debit

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

〇

21
横浜
（旧西
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

歯科
診療
所

医療法人ビクトリア会　小野歯科
医院

Ono Dental Clinic 245-0014
神奈川県横浜市泉区中田南
５ー６５ー １９

5-65-19,Nakataminami, Izumi-ku,
Yokohama-shi,Kanagawa,245-
0014

045-801-6480
（月・火・水・木・金）:9:00-12:30、14:00-18:30
（土）9:00-12:30

【対応診療科】歯科
【対応言語】EN

http://onodent.com VISA、MASTER、AMEX、
JCB、中国銀聯

Paypay, auPay, d
払い

外国人患者を受入れる拠点的な医療機関

1 / 4 ページ

http://www.tobu.saiseikai.or.jp/
http://www.tobu.saiseikai.or.jp/
https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/dental-hospital/
https://kmh.or.jp/
http://www.tsunashima-iin.com/
http://www.shinkawa-shinyokohama.com/
http://green-cross-clinic.com/
http://www.sumiregaoka-cl.com/
https://yokohama-shiminhosp.jp/
https://yokohama-shiminhosp.jp/
https://yokohama-shiminhosp.jp/
http://www.hasegawa-naika.net/
http://www.higashikawashima-cl.com/
https://www.keigankai.com/
http://www.tk1-hospital.com/
https://www.shinzen.jp/https:/www.shinzen.en/
https://www.shinzen.jp/https:/www.shinzen.en/
https://www.shinzen.jp/https:/www.shinzen.en/
https://www.shinzen.jp/https:/www.shinzen.en/
https://www.shinzen.jp/https:/www.shinzen.en/
https://www.shinzen.jp/https:/www.shinzen.en/
http://www.hoyukai.org/shonan-izumi/
http://onodent.com/


神奈川県医療課作成

NO
二次

医療圏
選出
年度

外国人患者を受け入れ
拠点的な医療機関区分

医療
機関
種別

医療機関
医療機関

(英語)
郵便番号 住所 住所(英語) 電話番号 受付時間 対応診療科と対応外国語 WEBサイト 利用可能なクレジットカード

その他利用可能な
キャッシュレス

サービス

災害
拠点
病院

外国人受入環
境整備事業の
対象医療機関

JMIP
※１

JIH
※２

救急
医療
体制

２４時間３
６５日対
応可否

22
横浜
（旧南
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
独立行政法人地域医療機能推
進機構　横浜中央病院

JCHO Yokohama Chuo
Hospital

231-8553
神奈川県横浜市中区山下町
268番地

268,Yamashitacho, Naka-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa,231-
8553

045-641-1921

（月-金）7:50-11:30
（救急患者要相談）
（土日・祝日）
救急外来24時間対応

【対応診療科】
内科，外科，整形外科，脳神経外科，皮膚科，泌尿器科，眼科
【対応言語】ＥＮ/ＺH/ＫＯ

http://yokohama.jcho.go.jp
JCB、AMEX、VISA、
MASTER、
DinersClub、DISCOVER、
中国銀聯

○
第二次救
急医療機
関

23
横浜
（旧南
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
公立大学法人横浜市立大学附
属市民総合医療センター

YOKOHAMA　CITY
UNIVERSITY　MEDICAL
CENTER

232-0024
神奈川県横浜市南区浦舟町
4-57

4-57，Urafune-cho，Minami-ku，
Yokohama-shi，Kanagawa,232-
0024

045-261-5656
（月-金）8:30-10:30（救急外来24時間対応)
（土日・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】
全診療科
【対応言語】
EN/ZH/KO/PT/ES/TH/VI/ID/TL/NE/MS/FR/IT/DE/RU/LO/カンボジア語

https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
（日本語）
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/en/community/medcenter/
（英語）
https://www.yokohama-
cu ac jp/urahp/translation/outpatientvisitorguide CH h

JCB、AMEX、ﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ、
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ、VISA、
MASTER、
ＭＵＦＧカード、ＤＣカード、
ＵＦＪカード、ニコス

デビッドカード ○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

24
横浜
（旧南
部）

R2.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 横浜市立みなと赤十字病院
Yokohama City Minato
Red Cross Hospital

231-8682
神奈川県横浜市中区新山下
3-12-1

3-12-1,Shinyamashita, Naka-ku,
Yokohama

045-628-6100

（月-金）8:30-11:00
　　紹介状をお持ちの方は前8:15-
　  救急外来24時間対応
（土日・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】
救急科/内科/外科/小児科/精神科/皮膚科/脳神経外科/泌尿器科/整形外
科/眼科/耳鼻咽喉科/産科/婦人科/歯科/その他
【対応言語】
EN/ZH/KO/PT/ES/RU/NE/HI/ID/TH/VI/FR/TL（ビデオ通訳）
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語（派遣通訳）

http://www.yokohama.jrc.or.jp/（日本語）
http://www.yokohama.jrc.or.jp/en/（英語）

VISA, MASTER, JCB,
AMEX, Diners Club, DC,
UC, DSCOVER, 銀聯(Union
Pay)

デビットカード ○ ○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

25
横浜
（旧南
部）

R2.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 医療法人博生会　本牧病院
Iryouhoujin Hakuseikai
Honmoku Byouin

231-0824
神奈川県横浜市中区本牧三
之谷11-5

11-5, Honmokusannotani, Naka-
ku, Yokohama　Kanagawa

045-621-2445
（月-金）8:00-12:00、13:00-16:45
（土）8:00-12:00

【対応診療科】内科/外科/整形外科
【対応言語】EN

http://www.honmoku-hospital.or.jp/ VISA、MASTER
第二次救
急医療機
関

26
横浜
（旧南
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
社会福祉法人恩賜財団済生会
支部神奈川県済生会横浜市南
部病院

Social Welfare
Organization Imperial Gift
Foundation, Inc.
SAISEIKAI
YOKOHAMASHI NANBU
HOSPITAL

234-0054
神奈川県横浜市港南区港南
台三丁目2番10号

3-2-10, Konandai,Konan-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa,234-
0054

045-832-1111
（月-金）8:30-11:30（初診は11:00まで)
 土曜日、日曜日、祝日は休診
（救急外来24時間対応)

【対応診療科】
総合内科/消化器内科/呼吸器内科/腎臓高血圧内科/糖尿病・分泌内科/神
経内科/血液内科/リウマチ・膠原病内科/循環器内科/精神科/小児科・新生
児内科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳
鼻咽喉科・頭頸部外科/リハビリテーション科/放射線科/歯科口腔外科/麻酔
科/心臓血管外科/呼吸器外科/IVR科/緩和医療科/病理診断科/形成外科/
救急診療科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【対応言語】
ポケトーク、医療通訳派遣が主なため状況によって対応

httpｓ://www.nanbu.saiseikai.or.jp/（日本語）
VISA、Master、JCB、ｱﾒﾘｶ
ﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ、ﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ、
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ

デビッドカード ○
第二次救
急医療機
関

○

27
横浜
（旧南
部）

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 横浜市立大学附属病院
YOKOHAMA CITY
UNIVERSITY HOSPITAL

236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦
3-9

3-9,Fukuura,Kanazawa-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa,236-
0004

045-787-2800
（月-金）8:30-10:30
休日:休診

【対応診療科】
救急科/内科/外科/小児科/精神科/皮膚科/脳神経外科/泌尿器科/整形外
科/眼科/耳鼻咽喉科/産科/婦人科/歯科
【対応言語】EN

≪医療通訳派遣サービス≫
EN/ZH/KO/PT/ES/TL/TH/VI/朝鮮語/カンボジア語
≪横浜市電話医療通訳サービス≫
EN/ZH/KO/PT/ES/TH/VI/ID/TL/NE/MS/FR/IT/DE/RU
≪その他の電話医療通訳≫
EN/ZH/KO/VI/RU/PT/TH/ES/TL/FR/MN/HI/ID/FA/NE/ミャンマー語/広東
語
≪ビデオ医療通訳≫
EN/ZH/ES/PT

https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
（日本語）
https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/eng/
（英語）

VISA、MASTER、AMEX、
Diners Club、JCB、DC、
Discover

デビッドカード ○
第二次救
急医療機
関

28
横浜
（旧南
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

ザ・ブラフ・メディカル＆デンタ
ル・クリニック

The Bluff Medical and
Dental Clinic

231-0862
神奈川県横浜市中区山手町
82

82,Yamate-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi ,Kanagawa,231-
0862

045-641-6961
（月-金）　09:00-12:30、13:30-17:00
（土）09:00-13:00

総合診療:EN,TL/歯科:EN
https://www.bluffclinic.com/ja/(日本語）
https://www.bluffclinic.com/（英語）

VISA、MASTER

29
横浜
（旧南
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

ポーラのクリニック paula`s clinic 231-0032
横浜市中区不老町3-14-5
中外ビル2Ｆ

Chuugai bill 2F, 3-14-5,
Fulouchou,Naka-ku,Yokohama-
shi,Kanagawa,231-0032

045-222-8461
（月・火・木・金・土）　9:00-11:30
（月・火）14:00-16:30

【対応診療科】内科
【対応言語】ＥＮ

http://paulasclinic.com/

30
横浜
（旧南
部）

R2.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

みなとクリニック Minato Clinic 231-0806
神奈川県横浜市中区本牧町
1-7

1-7,Hommokucho, Naka-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa

045-623-6633
（月-土）9:00-12:00、14:30-18:00
日・祝日/お休み
夜間対応/不可

【対応診療科】
内科/小児科/皮膚科/整形外科
【対応言語】
EN/ZH

http://www.minato6633.com

31
横浜
（旧南
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団慶博会　関内医院
Medical Corporation
KEIHAKUKAI Kannai
Medical Clinic

231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町
5-76　明治屋尾上町ビル3階

MeidiyaonoechoBLDG.3F,5-
76,Onoe-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi,Kanagawa,231-
0015

045-663-7161

（月-金）9:00‐12:45、15:00‐18:45
（土）9:00‐12:45
（日）10:00‐12:45
※担当医師が不在の場合もありますので、来院
前にご連絡ください。

【対応診療科】内科/外科
【対応言語】EN

https://www.kannai-iin.com/（日本語）
VISA、MASTER、AMEX、
JCB

32
横浜
（旧南
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団慶博会　村山クリ
ニック

Medical Corporation
KEIHAKUKAI Murayama
Clinic

232-0021
神奈川県横浜市南区真金町
1-7

1-7, Magane-cho, Minami-ku,
Yokohama-shi,Kanagawa,232-
0021

045-251-2500
（月-土）9:00‐12:30、15:00‐17:30
※担当医師が不在の場合もありますので、来院
前にご連絡ください。

【対応診療科】内科/外科
【対応言語】EN

https://www.murayama-cl.com/（日本語）

33
横浜
（旧南
部）

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

歯科
診療
所

松川歯科医院
MATSUKAWA DENTAL
OFFCE

232-0006 横浜市南区南太田1-28-2
1-28-2,Minamiota,Minami-
Ward,Yokohama-City,
Kanagawa,232-0006

045-713-4682

（月・火・水・金）
　9:30-11:45、14:00-18:45
（土）9:30-11:45、14:00-15:45
休診日:木・日

【対応診療科】歯科
【対応言語】
EN/ZH/KO/ID（ほか通訳アプリを使って約６０カ国語対応）

http://matsukawadental.com 各種ｶｰﾄﾞ

34
横浜
（旧南
部）

R2.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

柳沼眼科医院 Yaginuma Eye Clinic 236-0042
神奈川県横浜市金沢区釜利
谷東2-20-28

2-20-28,Kamariyahigashi,
Kanazawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa,236-0042

045-786-1100
（月・火・水・木）
　8:30-12:00、14:30-18:00
（金）8:30－12:00

【対応診療科】眼科
【対応言語】EN/KO

35
横浜
（旧南
部）

R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

南メディカルクリニック Minami-Medical-Clinic 232-0052
神奈川県横浜市南区井土ヶ
谷中町127-1

127-1　Idogayanakamachi、
Minami-Ku　Yokohama、
Kanagawa

045-722-3885
（月・火・木）9:00～13:00
（水）15:00～18:00
（土）9:00～13;00

【対応診療科】内科/小児科/脳神経外科
【対応言語】EN/ZH

www.minami-medical-clinic.net/

36
横浜（旧
南部）

R3.12
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

誠友クリニック Seiyu　Clinic 231-0023
神奈川県横浜市中区山下町
224-2　パークポイント山下
町1F

224-2 Yamashitacho Naka-
ku,Yokohama-shi, Kanagawa-ken,

045-264-9267
（月）14:00-18:00
（水-金）9:00-12:00、14:00-18:00

【対応診療科】
内科/整形外科/皮膚科
【対応言語】ZH/KO

https://seiyu-clinic.com QRコード：paypay

37
川崎北
部

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 聖マリアンナ医科大学病院
St.Marianna　University
School of Medicine

216-8511
神奈川県川崎市宮前区菅生
2-16-1

2-16-1, Sugao, Miyamae-Ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa,216-
8511

044-977-8111

（月-土）:8:30-11:00
　　　　　 救急外来24時間対応
（土日・祝日）
　　　　　 救急外来24時間対応

【対応診療科】
救急科/内科/外科/小児科/精神科/皮膚科/脳神経外科/腎泌尿器外科/整
形外科/眼科/耳鼻咽喉科/産婦人科科/婦人科/麻酔科/救急科/小児外科
【対応言語】EN

http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/ (日本語)
VISA、MASTER、AMEX、
JCB、UC、Diners、J-
Debit、中国銀聯

○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

38
川崎北
部

R3.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 川崎市立多摩病院
Kawasaki Municipal Tama
Hospital

214-8525
川崎市多摩区宿河原1-30-
37

1-30-37　Shukugawara, Tama-
ku, Kawasaki 214-8525, Japan

044-933-8111

（月-金）8:30-11:00
（第2・4・5土）8:30-10:30
　　救急外来24時間対応
（第1.・3土、日・祝日）
　　救急外来24時間対応

【対応診療科】
救急科/内科/外科/小児科/皮膚科/脳神経外科/泌尿器科/整形外科/眼科/
耳鼻咽喉科/産科/婦人科/その他/
【対応言語】EN （タブレットにて対応）

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語

http://marianna-tama.jp/（日本語）

VISA、MASTER、AMEX、
JCB、UC、SAISON、
DinersClub、DISCOVER、
J-Debit

〇
第二次救
急医療機
関

〇

39
川崎北
部

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団彩新会ＫＳＰクリ
ニック

Saishinkai　KSP Clinic 213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸
3-2-1　かながわサイエンス
パーク西棟５F

Kanagawa Science Park West
5th FL,3-2-1, Sakato, Takatsu-
ku, Kawasaki-shi,Kanagawa,213-
0012

03-3713-0971
英語：月、火、

木、金
中国語：　水

午後

（月-金）9:00-12:30、14:00-17:30
（第1,2,3土）9:00-11:30

内科：EN、ZH/外科：EN/消化器科：EN、ZH http://www.saishinkai.com/ksp/ VISA、MASTER、AMEX、
JCB、中国銀聯

40
川崎北
部

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団東方会東方医院 EASTERN HOSPITAL 216-0077
神奈川県川崎市宮前区小台
2-6-ラポール宮前平3F

2-6-2-3F, Kodai, Miyamae-ku,
Kawasaki-shi,Kanagawa,216-
0077

044-888-2137
（月火木金）9:30-12:00、15:00-18:30
（土）9:30-12:30

【対応診療科】
漢方内科/漢方婦人科/漢方皮膚科/整形外科/漢方心療内科
【対応言語】ZH

http://tohoclinic.com/ 利用不可 利用不可

41
川崎北
部

R1.9
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

いずみ泌尿器科皮フ科
Izumi Urology
Dermatology Clinic

213－
0022

神奈川県川崎市高津区千年
301－1－グランドコスモ千歳
203

301－1－203 ,Ｃhitose, Takatu-
ku,Kawasaki-shi,Kanagawa,213-
0022

044-751-7100
（月・水・金）11:00-12:00、14:30-15:30
（土）13:30-15:30
※予約制

【対応診療科】泌尿器科/皮膚科
【対応言語】EN

www.izumi-hinyouki.jp

42
川崎南
部

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 川崎市立川崎病院
Kawasaki Municipal
Hospital

210-0013
神奈川県川崎市川崎区新川
通12-1

12-1,Shinkawadori,Kawasaki-
ku,Kawasaki-shi,Kanagawa,234-
0053

044-233-5521
（月-金）8:00-11:00
（土日・祝日）一般外来は休診。救急外来のみ。

【対応診療科】
救急科/内科/外科/脳神経外科/放射線科/整形外科/耳鼻咽喉科/眼科/歯
科口腔外科/精神科/小児科/皮膚科/産婦人科/泌尿器科/小児科/リハビリ
テーション科/形成外科

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
EN/ZH/KO/VI/NE/TL/ES/PT/ID/IT/FR/DE/RU/TH/MS/KM/LO/ミャンマー
語/カンボジア語

http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000
037/37856/kawasaki/index.html

VISA、MASTER、AMEX、
Diners Club、JCB

○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

2 / 4 ページ

http://yokohama.jcho.go.jp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
http://www.yokohama.jrc.or.jp/
http://www.yokohama.jrc.or.jp/
http://www.honmoku-hospital.or.jp/
http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
https://www.bluffclinic.com/ja/
https://www.bluffclinic.com/ja/
http://paulasclinic.com/
http://www.minato6633.com/
https://www.kannai-iin.com/
https://www.murayama-cl.com/
http://matsukawadental.com/
http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/
http://www.saishinkai.com/ksp/
http://tohoclinic.com/
http://www.izumi-hinyouki.jp/
http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/index.html
http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/index.html
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２４時間３
６５日対
応可否

43
川崎南
部

R3.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 聖マリアンナ医科大学東横病院

ST.MARIANNA
UNIVERSITY SCHOOL
OF MEDICINE TOYOKO
HOSPITAL

211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町3-435

3-435，Kosugi－mati,Nakahara－
ku，Kawasaki，Kanagawa

044-722-2121
（月-金）8:30-11:00、13:30-16:00
（第2・4・5土）8:30-11:00
（土日・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】内科 / 脳神経外科 / 婦人科/ その他
【対応言語】EN

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語
≪電話での遠隔通訳≫
【対応言語】
EN/ZH/KO/VI/NE/TL/ID/IT/FR/DE/RU/TH/MS    24時間

http://www.marianna-toyoko.jp/ VISA、MASTER、AMEX、
JCB、UC、セゾン

× 〇
第二次救
急医療機
関

〇

44
川崎南
部

R3.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 川崎市立井田病院
Kawasaki
city
ida Hospital

211-0035
神奈川県川崎市中原区井田
２－２７－１

２－２７－１　Ida,
Nakahara-ku
Kawasaki
Kanagawa

044-766-2188 （月-金）8:30-11:00

【対応診療科】
内科/泌尿器科/皮膚科/眼科

≪電話医療通訳サービス(日本エマージェンシーアシスタント(株))≫
【対応言語】EN/ZH/KO/VI/NE/TL/ES/PT/ID/IT/FR/DE/RU/TH/MS/KM

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語

https://www.city.kawasaki.jp/33/cmsfiles/contents/000
0037/37855/ida/index.html (日本語）

VISA、MASTER、AMEX、
Diners Club、JCB

第二次救
急医療機
関

45
川崎南
部

R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

さくら中央クリニック Sakura Central Clinic 210-0817
神奈川県川崎市川崎区大師
本町9-11 CNCビル　1F

9-11, Daishihonchyo, Kawasaki-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,210-
0817

044-201-7721
（月・火・木・金）9:00-12:00、15:00-18:00
（土）9:00-12:00

【対応診療科】
内科 /小児科/皮膚科/アレルギー科
【対応言語】EN

http://www.est.hi-ho.ne.jp/sakura-cl/(日本語）

46
川崎南
部

R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

ジンデンタルクリニック・矯正歯
科

Jindentalclinic and
orthodontics office

210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子
2-1-14 2階

2F 14-1-2 isago kawasaki-ward
kawasaki-city Kanagawa-
prefecture

044-210-0019
（月・火・水・金・土）10:00-13:00、14:30-19:30
木・日休診

【対応診療科】歯科
【対応言語】EN/KO

https://www.jin-dc.com/ VISA、MASTER、JCB、
AMEX、DINERS

PAYPAY,ALIPAY

47 相模原 R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 相模原協同病院
Sagamihara Kyodo
Hospital

252-5188
神奈川県相模原市緑区橋本
台4-3-1

4-3-1,Hashimotodai,Midori-
ku,Sagamihara-
shi,Kanagawa,252-5188

042-761-6020

（月-金）8:30-17:00
（土）8:30-12:30（救急外来24時間対応）
（第3土・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】全診療科

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語

http://www.sagamiharahp.com/ VISA、MASTER、AMEX、
JCB

○ ○
第二次救
急医療機
関

48
横須賀・
三浦

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 横須賀市立うわまち病院
Yokosuka
General Hospital
UWAMACHI

238-8567 神奈川県横須賀市上町2-36
2-36,Uwamachi,Yokosuka-
shi,Kanagawa,238-8567

046-823-2630
（月-金）08:30-11:30、13:30-15:30
（土）08:30-11:30
（日・祝日・時間外）救急外来24時間対応

【対応診療科】
内科/精神科/神経内科/呼吸器科/消化器科/循環器科/小児科/外科/整形
外科/形成外科/脳神経外科/呼吸器外科/心臓血管外科/皮膚科/泌尿器科/
産婦人科/眼科/耳鼻科/麻酔科/リハビリテーション科/救急科

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語
≪電話医療通訳:メディフォン≫
【対応言語】
EN/ZH/KO/VI/RU/PT/TH/ES

https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/
JCB、AMERICAN
EXPRESS、VISA、
MASTER、UFJcard、
NICOS、Diners Ciub

デビッドカード ○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

49
横須賀・
三浦

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 医療法人徳洲会　湘南鎌倉総合病院
Shonan Kamakura
General Hospital

247-8533
神奈川県鎌倉市岡本1370番
1

1370-1,Okamoto, Kamakura-City,
Kanagawa,247-8533

0467-46-9931

月-土は、診療科によって異なります。
（救急外来24時間対応)

（日・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】全診療科（月曜～土曜の8:30- 17:00）
【対応言語】EN/ZH/FR

https://www.shonankamakura.or.jp/

https://www.shonankamakura.or.jp/english/

https://www.shonankamakura.or.jp/chinese/

Visa、 Master、 AMEX、
JCB、 銀聯

○ ○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

50
横須賀・
三浦

R1.9
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

病院 神奈川歯科大学附属病院
KANAGAWA DENTAL
UNIVERSITY HOSPITAL

238-8570
神奈川県横須賀市小川町1-
23

1-23,OGAWA-
CHO,YOKOSUKA,KANAGAWA,23
8-8570

046-822-8810 （月-土）9:00-11:30、13:00-16:00
【対応診療科】歯科/内科
【対応言語】EN http://www.kdu.ac.jp/hospital/ VISA、MASTER、AMEX、

JCB、DINERS

51
横須賀・
三浦

R1.9
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団ハートクリニック
Heart Clinic Medical
Corporation

247-0056
神奈川県鎌倉市大船1-22-9
湘南大船ビル4階

4F Shonan Ofuna Bldg., 1-22-9
Ofuna, Kamakura-shi,247-0056

0467-46-8610

（火）9:00-13:00、14:30-20:00
（金）9:00-13:00、14:30-20:00
（土）9:00-13:00、14:30-18:00
（日）9:00-13:00、14:30-17:00
※「受付時間」は英語を話せる医師（1名）の診
療時間です。

【対応診療科】精神科
【対応言語】EN https://e-heartclinic.com/

52
湘南東
部

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 藤沢市民病院 Fujisawa City  Hospital 251-8550 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1
2-6-1,Fujisawa,Fujisawa-
shi,Kanagawa,251-8550

0466-25-3111
（月-金）:9:00～（救急外来24時間対応）
（土日・祝日）:救急外来24時間対応

【対応診療科】全診療科
【対応言語】EN/ZH/PL/ES
（MICかながわ、外国語通訳補助員利用のため要予約）

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/（日本
語）

VISA、Master、JCB、
AMEX、MUFG、DC、UFJ、
NICOS、Diners、
DISCOVER

○

第三次救
急医療機
関（救命
救急セン
ター）

○

53
湘南東
部

R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲
会病院

Shonan Fujisawa
Tokushukai Hospital

251-0041
神奈川県藤沢市辻堂神台1-
5-1

1-5-1,Tsujido-Kandai, Fujisawa-
shi, Kanagawa,251-0041

0466-35-1332
もしくは0466-
35-1177(代表)

（月-土）8:00-12:00　診療科によって異なる
　　　　　救急外来24時間対応

（日・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】
救急センター（ER）/総合内科/呼吸器内科/循環器内科/脳神経内科/消化器
内科/肝胆膵・消化器内科/腎臓内科/内分泌・糖尿病内科/外科/脳神経外科
/脳血管外科/心臓血管外科/整形外科/脊椎外科/形成外科：/小児外科/小
児科/産婦人科/眼科/泌尿器科/放射線科/耳鼻咽喉科/皮膚科/麻酔科

【対応言語】
EN/ES/ZH/KO/TL/PT/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語

https://fujisawatokushukai.jp/（日本語）
https://fujisawatokushukai.jp/en/（英語）
https://fujisawatokushukai.jp/cn/（中国語）

VISA、MASTER、AMEX、
JCB、UFJ、NICOS、ﾀﾞｲﾅｰ
ｽｸﾗﾌﾞ、中国銀聯

○ ○
第二次救
急医療機
関

○

54
湘南西
部

R2.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

伊勢原石田内科クリニック
Isehara Ishida Naika
Clinic

259-1114 神奈川県伊勢原市高森1325
1325, Takamori, Isehara-shi,
Kanagawa,259-1114

0463-92-6771
（月・火・水・金）8:45-12:00、13:45-18:00
（木・土）8:45-12:00
祝祭日休診

【対応診療科】内科/消化器科
【対応言語】EN/ZH

http://www1.odn.ne.jp/aac61870/ カードは調整中

55 県央 R1.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院
医療法人徳洲会大和徳洲会病
院

Yamato　Tokushukai
Hospital

242-0021 神奈川県大和市中央4-4-12
4-4-12,Chuo,Yamato-
shi,Kanagawa,242-0021

046-264-1111
（月-金）8:15-11:30、13:15-16:00、16:30-18:30
　　　　　救急外来24時間対応
（土曜日）8:15-11:30（午前のみ）

【対応診療科】
救急科/内科/外科/脳神経外科
【対応言語】ＥＮ

https://www.yth.or.jp VISA、MASTER、AMEX、
JCB

第二次救
急医療機
関

○

56 県央 R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団　小林国際クリ
ニック

Kobayashi International
Clinic

242-0005
神奈川県大和市西鶴間3-5-
6-110

3-5-6-110,Nishitsuruma,
Yamato-shi, Kanagawa,242-0005

046-263-1380
（月・火・木・金）9:15-12:00、14:00-17:00
（土）9:15-13:00

【対応診療科】
外科、消化器科、小児科
【対応言語】
EN/KO/TL/TH/VI/ES

http://5884-international-clinic.com (日本語)

57 県央 R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

えびな桂冠内科クリニック ebinakeikannaikaclinic 243-0417
神奈川県海老名市本郷
2666-1

2666-1, Hongou,Ebina-
shi,Kanagawa,243-0417

046-239-3900 （月-金）9:00-18:00
【対応診療科】内科
【対応言語】ＥＮ

https://www.ebina-keikanclinic.jp/

58 県央 R1.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

えびな脳神経外科 EBINA neurosurgery 243-0435
神奈川県海老名市下今泉4-
2-14　グランツ海老名1階

4-2-14-1F，Simoimaizumi,Ebina-
shi，Kanagawa,243-0435

046-236-2188
（月‐金）9:00-12:30、14:30-18:30
（土）9:00-12:30、14:30-17:00

【対応神経科】脳神経外科
【対応言語】EN

https://www.ebinou.com/ JCB、VISA、AMEX、
MASTER、DinersClub

59 県央 R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団仁志会岡本整形
外科

Okamoto orthopaedic
clinic

242-0021
神奈川県大和市中央5-6-29
第2ソーヨービル1Ｆ

The SOYO fiest 1F5-6-
29,tyuou,yamato city

046-262-2080 （月・火・木・金）10:00-12:30、15:00-18:30
【対応診療科】整形外科
【対応言語】EN

http://dr-okamoto.com paypay

60 県央 R3.12
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

入澤クリニック IRISAWA CLINIC 252-0001
神奈川県座間市相模が丘1-
18-26

1-18-26, Sagamigaoka, Zama
city, Kanagawa pref.

042-748-7131
（月・火・木・金・土）9:00-12:00、14:00-18:00
（日）9:00-12:00
水・祝日休み

【対応診療科】
循環器内科/呼吸器内科/内科/外科
【対応言語】EN

http://www.irisawaclinic.com

61 県西 R2.6
（１）外国人患者で入院を
要する救急患者に対応可
能な医療機関

病院 小田原市立病院
Odawara Municipal
Hospital

250-8558
神奈川県小田原市久野46番
地

46，Kuno，Odawara，Kanagawa 0465-34-3175
（月-金）8:00-11:00/救急外来24時間対応
（土日・祝日）救急外来24時間対応

【対応診療科】
腎臓内科/糖尿病内分泌内科/心身医療科/脳神経内科/呼吸器内科/消化器
内科/循環器内科/膠原病内科・リウマチ内科/小児科/外科/整形外科/形成
外科/がん検診科/緩和ケア科/脳神経外科/呼吸器外科/心臓血管外科/皮
膚科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科
/病理診断科/救急科/麻酔科/臨床検査科

≪ＭＩＣかながわ医療通訳≫
【対応言語】
ZH/KO/TL/PT/ES/EN/TH/VI/LO/RU/FR/NE/カンボジア語

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.e.aez.hp.transe
r.com/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.c.aez.hp.transer
.com/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.t.aez.hp.transer
.com/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.k.aez.hp.transer
.com/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.g.aez.hp.transe
r.com/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp.f.aez.hp.transer
.com/hospital/

VISA、MASTER、AMEX、
JCB、Diners Club、
DISCOVER

○

救命救急
センター
（第三次
救急）

62 県西 R3.6
（２）外国人患者を受入可
能な医療機関（診療所・歯
科診療所も含む）

診療
所

医療法人社団三昧耶会　ゆげ耳
鼻咽喉科

Dr Yuge's ENT clinic 250-0872
神奈川県小田原市中里72－
1

72－1　Nakazato Odawara 0465-27-3325
（月・火・木・金）9:00-12:15、15:00-18:15
（土）9:00－13:45

【対応診療科】
耳鼻咽喉科
【対応言語】
EN/ZH

http://yuge-ent-clinic.com/
VISA、MASTER、AMEX、
JCB、Diners Club、中国銀
聯

交通系電子マ
ネー、iD、

QUICKPay、
PayPay、ALIPAY

※１ ：JMIP（外国人患者受入れ医療機関認証制度）は、2012年に厚生労働省が構築した、外国人患者の受入れ体制整備を支援し、評価、認証する制度で、一般財団法人日本医療教育財団が認証機関として運営（第三者機関による認証制度）。
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http://www.est.hi-ho.ne.jp/sakura-cl/
http://www.sagamiharahp.com/
https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/
https://www.shonankamakura.or.jp/
https://www.shonankamakura.or.jp/
https://www.shonankamakura.or.jp/
https://www.shonankamakura.or.jp/
https://www.shonankamakura.or.jp/
http://www.kdu.ac.jp/hospital/
https://www.e-heartclinic.com/
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/
https://fujisawatokushukai.jp/
https://fujisawatokushukai.jp/
https://fujisawatokushukai.jp/
http://www1.odn.ne.jp/aac61870/
https://www.yth.or.jp/
http://5884-international-clinic.com/
https://www.ebina-keikanclinic.jp/
https://www.ebinou.com/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/


神奈川県医療課作成

NO
二次

医療圏
選出
年度

外国人患者を受け入れ
拠点的な医療機関区分

医療
機関
種別

医療機関
医療機関

(英語)
郵便番号 住所 住所(英語) 電話番号 受付時間 対応診療科と対応外国語 WEBサイト 利用可能なクレジットカード

その他利用可能な
キャッシュレス

サービス

災害
拠点
病院

外国人受入環
境整備事業の
対象医療機関

JMIP
※１

JIH
※２

救急
医療
体制

２４時間３
６５日対
応可否

※２ ：JIH（ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾞ）は、一般社団法人Medical Excellence JAPANが、「日本の高度な医療を目的に、医療ビザを取得し渡航する外国人患者の受入に意欲があり、適切な受入体制を整備した医療機関」として推奨し、海外発信の対象となった医療機関をあらわす。

※３
：EN（英語）、ZH（中国語）、KO（韓国語）、RU（ロシア語）、ID（インドネシア語）、MS（マレー語）、ES（スペイン語）、PT（ポルトガル語）、MN（モンゴル語）、FR（フランス語）、DE（ドイツ語）、FA（ペルシャ語）、BO（チベット語）、TL（タガログ語）、NE（ネパール語）、VI（ベトナム語）、TH（タイ語）、PO（ポーランド語）、RO（ルーマニア語）、SI（シンハラ）、HI（ヒンディー語）、IT（イタリア語）、KM（クメール語）、LO（ラオス語）、AR（アラビア語）をあらわす。
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