
氏　名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

愛甲　健 238-8567 横須賀市上町2-36 横須賀市立うわまち病院 046-823-2630

青木　大輔 239-0831 横須賀市久里浜5-11-20 青木耳鼻咽喉科医院 046-835-0362

赤尾　一郎 248-0012 鎌倉市御成町5-6 赤尾耳鼻咽喉科医院 0467-25-3387

赤澤　吉弘 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモール4階 しんゆり耳鼻咽喉科 044-959-4187

浅井　和康 233-0001 横浜市港南区上大岡東1-11-32 浅井耳鼻咽喉科医院 045-842-0596

朝比奈　紀彦 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-13-5 朝比奈耳鼻咽喉科医院 045-981-3322

新井　泰弘 241-0821 横浜市旭区二俣川1-5-38 (医)新井耳鼻咽喉科クリニック 045-367-1133

荒井　康裕 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院　耳鼻咽喉科 045-787-2800

飯泉　修 233-0012
横浜市港南区上永谷2-11-1 いずみプラザ上
永谷126

いずみ耳鼻咽喉科医院 045-843-4133

飯田　順 252-0011 座間市相武台1-35-7 飯田耳鼻咽喉科医院 046-257-9001

飯田　浩 216-0001 川崎市宮前区野川3000 サンタスマイル耳鼻クリニック 044-766-0777

飯田　祐起子 142-0062 東京都品川区小山2-8-16 岡部耳鼻咽喉科医院 03-5323-0252

井口　芳明 239-0831 横須賀市久里浜1-3-17 井口耳鼻咽喉科医院 046-833-8741

池田　このみ

池田　陽一 251-0052 藤沢市藤沢2-1-18 いけだ耳鼻咽喉科 0466-22-1187

池間　陽子 235-0016 横浜市磯子区磯子3-13 磯子耳鼻咽喉科クリニック 045-591-7733

石井　玄彦 231-0041 横浜市中区吉田町72サリュートビル内
医療法人　鏡明会　石井耳鼻咽喉科診
療所 耳鼻咽喉科

045-251-3296

石井　由希子 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1-1 関東労災病院 044-411-3131

石田　克紀 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 茅ヶ崎中央病院　耳鼻咽喉科 0467-86-6530

井関　琢哉 251-0024 藤沢市鵠沼橘1-1-8-4Ｆ いせき耳鼻咽喉科 0466-23-8733

磯野　泰大 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院　耳鼻咽喉科 045-787-2800

出井　教雄 232-0067 横浜市南区弘明寺町134 (医)いでい耳鼻咽喉科医院 045-715-4133

伊藤　彩子 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1-1 関東労災病院　耳鼻咽喉科 044-433-3131

伊藤　浩一 224-0021 横浜市都筑区北山田1-9-3 北山田耳鼻咽喉科 045-595-1187

伊東　祐永 216-0007 川崎市宮前区小台2-6-6 宮前平トレイン耳鼻咽喉科 044-870-1187

伊藤　まり 215-0026 川崎市麻生区古沢都古255 新百合ヶ丘総合病院耳鼻咽喉科 045-322-9991

稲垣　幹矢 251-0042 藤沢市辻堂新町1-2-23 あいあい耳鼻咽喉科医院 0466-33-8749

猪　健志 252-5188 相模原市緑区橋本2-8-18 相模原協同病院耳鼻咽喉科 042-772-4291

井上　周一 232-0064 横浜市南区別所3-8-3 井上耳鼻咽喉科 045-716-1133

井上　真規 232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 神奈川県立こども医療センター 045-711-2351

芋川　英紀 248-0006 鎌倉市小町2-10-1 芋川耳鼻咽喉科クリニック 0467-24-7273

伊與田　貴之 252-0237 相模原市中央区千代田1-4-3 (医)千代田耳鼻咽喉科クリニック 042-703-8749

入澤　ゆかり 232-0024 横浜市南区浦舟町1-2-3 うらふね耳鼻咽喉科 045-252-3387

岩武　博也 247-0061 鎌倉市台5-2-27 岩武耳鼻咽喉科医院 0467-46-2977

岩村　節子 244-0801 横浜市戸塚区品濃町515-1 (医)岩村耳鼻咽喉科医院 045-821-9533

上野　則之 251-0052 藤沢市藤沢556 上野耳鼻咽喉科医院 0466-24-3252

臼井　大祐 251-0003 藤沢市柄沢560-4 からさわ耳鼻咽喉科 0466-26-3387
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氏　名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

江口　哲 233-0013 横浜市港南区丸山台2-3-11 江口耳鼻咽喉科医院 045-845-5666

江沢　暁彦 238-0008 横須賀市大滝町2-4 (医)暁の星　江沢医院 046-822-3817

遠藤　圭介 258-0021 足柄上郡開成町吉田島4364-4 (医)遠藤耳鼻咽喉科医院 0465-82-3536

大上　麻由里 253-0106 高座郡寒川町宮山193 寒川病院 0467-75-6680

大氣　誠道 226-0011 横浜市緑区中山町623-8 大氣耳鼻咽喉科 045-932-8741

大木　誠 239-0831 横須賀市久里浜1-11-7 (医)めぐみケアクリニック 046-837-3341

大田　隆之 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-2-28 おおた耳鼻咽喉科 045-942-3387

大塚　崇志 359-1131 所沢市久米550-7 所沢耳鼻咽喉科 04-2995-5716

大橋　校 236-0031 横浜市金沢区六浦4-17-28 大橋耳鼻咽喉科医院 045-781-9543

大橋　正嗣 237-0064 横須賀市追浜町3-2 ひまわり耳鼻咽喉科 046-867-4133

大森　剛哉 243-0003 厚木市寿町2-4-6 大森耳鼻咽喉科医院

小形　章 234-0054
神奈川県 横浜市港南区 港南台 5－23－30
港南台医療モール3階

おがた耳鼻咽喉科 045-836-1087

岡田　康司 231-0827 横浜市中区本牧和田12-22 岡田クリニック 045-621-9881

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

小河原　昇 234-0054 横浜市港南区港南台4-6-20
横浜医療福祉センター港南 耳鼻咽喉
科

045-830-5757

小川　裕介 413-0012 熱海市東海岸町13-1 国際医療福祉大学熱海病院 0557-81-9171

沖久　衛 240-0013 横浜市保土ケ谷区帷子町2-49-2 保土ヶ谷耳鼻咽喉科 045-332-5090

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

小倉　健二 247-0006 横浜市栄区笠間4-11-6 おぐら耳鼻咽喉科 045-410-7774

越智　健太郎 252-0231 相模原市中央区相模原1-1-19 おち耳鼻咽喉科 042-730-7181

小野　雄一 252-0157 相模原市緑区中野256 相模原赤十字病院 042-784-1101

小宅　大輔 241-0825 横浜市旭区中希望ヶ丘102-9 希望ヶ丘耳鼻咽喉科 045-365-4133

陰里　ゆうみ 240-0195 横須賀市長坂1-3-2 横須賀市立市民病院 046-856-3136

笠井　幸夫 444-8553 愛知県 岡崎市 高隆寺町五所合3-1 岡崎市民病院 0564-21-8111

梶本　正子 215-0021
川崎市麻生区上麻生1-9-10新百合ケ丘クリ
ニックセンター

かじもと耳鼻咽喉科 044-952-3387

勝又　德行 238-8567 横須賀市上町2-36 横須賀市立うわまち病院 046-823-2630

加藤　功 213-0001 川崎市高津区溝口4-1-17　3階 高津駅前みみ・はな・のどクリニック 044-833-8741

香取　秀明 220-0053 横浜市西区藤棚町1-95-1 香取耳鼻咽喉科 045-350-8741

金井　憲一 211-0063
川崎市中原区小杉町3-1501-1 セントア武蔵
小杉A棟3F

こすぎ耳鼻咽喉科クリニック 044-722-8733

金井　清次 227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30 昭和大学藤が丘病院耳鼻咽喉科 045-971-1151

金子　卓爾 238-0031 横須賀市衣笠栄町3-2-2 かねこ耳鼻咽喉科 046-852-4187

鎌数　清朗 227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151

鴨志田　梨沙 236－0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院 045-787-2526

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

河合　敏 236-0051 横浜市金沢区富岡東5-20-8 河合耳鼻咽喉科医院 045-773-0133

河合　信孝 252-0804 藤沢市湘南台2-7-8 河合耳鼻咽喉科医院 0466-43-6855

川浦　光弘 225-0011
横浜市青葉区あざみ野2-2-8 プロスパあざみ
野3F

大内耳鼻咽喉科気管食道科医院 045-221-8181

川口　顕一朗 224-8503 横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1 昭和大学横浜市北部病院 044-233-5521

川崎　篤 254-0014 平塚市四之宮2－21－22 四之宮湘南耳鼻咽喉科 0463-23-8751

川﨑　順久 221-0002 横浜市神奈川区大口通134-11 川﨑耳鼻咽喉科クリニック 045-431-2152
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貫野　彩子 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1-2-1 日本鋼管病院 044-333-5591

吉川　沙耶花 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 茅ヶ崎中央病院 0467-86-6530

河野　敏朗 245-8560 横浜市戸塚区汲沢町56 西横浜国際総合病院 045-871-8855

木戸　裕子 211-0063
川崎市中原区小杉町3-1501-1 セントア武蔵
小杉A棟3F

こすぎ耳鼻咽喉科クリニック 044-722-8733

木下　裕継 242-0007 大和市中央林間3-5-11 木下耳鼻咽喉科 046-271-3838

北村　達也 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-17-3
普通部通りみみ・はな・のどのクリ
ニック

045-624-8185

木原　圭一 238-0014 横須賀市三春町3-24-6 木原耳鼻咽喉科医院 046-828-3387

木村　真知子 239-0813 横須賀市鴨居2-80-37 小磯第2診療所　耳鼻咽喉科 046-846-2111

木村　元俊 214-0012 川崎市多摩区中野島6-26-1 木村耳鼻咽喉科 044-934-1703

鯨井　和朗 245-0024 横浜市泉区和泉中央北2-2-27 (医)くじらい耳鼻咽喉科医院 045-801-2060

久保田　七美 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4253-1 戸塚共立おとキッズクリニック 045-869-1500

栗原　美樹 223-0002 横浜市港南区上大岡西1-19-18 上大岡耳鼻咽喉科クリニック 045-848-3341

呉　雅子 227-8501 神奈川県 横浜市青葉区 藤が丘 1-30 昭和大学藤が丘病院 045-974-6600

釼持　睦 227-0038 横浜市青葉区奈良1-3-2 耳鼻咽喉科むつみクリニック 045-961-8781

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

五島　史行 259-1193 伊勢原市下糟屋143 東海大学医学部　耳鼻咽喉科 0463-93-1121

河野　英浩 238-0035 横須賀市池上5-3-1 こうの耳鼻咽喉科 046-853-8741

小勝　敏幸 231-0066 横浜市中区日ノ出町1-200 日ノ出町耳鼻咽喉科クリニック 045-261-3387

後藤　領 259-0301 足柄下郡湯河原町中央2-5-6 後藤耳鼻咽喉科クリニック 0465-62-8777

小林　斉 227-0043 横浜市青葉区藤が丘1-30 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151

小林　理沙 250-0214 小田原市永塚5 (医)マナクリニック 0465-41-3001

小松﨑　貴美 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-26-3 井澤耳鼻咽喉科医院

小松崎　靖 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-26-3 井澤耳鼻咽喉科医院 045-502-1380

五味渕　寛 225-0003 横浜市青葉区新石川2-4-16 たまプラーザ南口耳鼻咽喉科 045-507-3915

齊藤　彰 257-0043 秦野市栄町5-4 齊藤医院 0463-81-0538

斉藤　大 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西3-1-13 (医)おとりら耳鼻咽喉科 045-369-3387

齊藤　裕子 235-0016 横浜市磯子区磯子3-13 磯子耳鼻咽喉科クリニック 045-750-4187

三枝　華子 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-1 溝の口駅前睡眠クリニック 044-850-8800

坂口　良平 245-0051 横浜市戸塚区名瀬町36-4 ＫＭプラザ　2Ｆ
坂口耳鼻咽喉科気管食道科 クリニッ
ク

045-814-8733

坂根　さやか 247-0072 鎌倉市岡本2-21-26 山一ビル3Ｆ かがみ在宅クリニック 0467-84-7007

坂本　園子 212-0055 川崎市幸区南加瀬3-25-1 かい小児科内科耳鼻咽喉科医院 044-588-3335

佐川　充 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-35-43 佐川耳鼻咽喉科医院 045-982-2266

佐久間　惇 216-0015 川崎市宮前区菅生2-1-6 佐久間耳鼻咽喉科クリニック 044-975-4387

櫻井　裕 231-0024 横浜市中区吉浜町1-9 桜井耳鼻咽喉科医院 045-663-1133

酒向　司 211-0032 川崎市中原区木月伊勢町4-15 さこう耳鼻咽喉科クリニック 044-433-3387

佐藤　要 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院　耳鼻咽喉科 045-787-2800

佐藤　成樹 224-0062 横浜市都筑区葛が谷4-14 耳鼻咽喉科葛が谷こまクリニック 045-944-4187

佐藤　博昭 235-0023 横浜市磯子区森1-7-3 佐藤耳鼻咽喉科医院 045-751-6000

佐藤　博久 245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-10-46 (医)さとう耳鼻咽喉科クリニック 045-869-3387

佐藤　靖夫 243-0031 厚木市戸室1-32-3 グレースビル 戸室耳鼻科 耳鼻咽喉科 046-223-8749
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実吉　健策 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央7-20 さねよし耳鼻咽喉科 045-949-3311

佐野　肇 252-0373 相模原市南区北里1-15-1
北里大学医療衛生学部リハビリテー
ション学科言語聴覚療法学

042-778-8111

猿谷　昌司 213-0001 川崎市高津区溝口3-10-38 (医)猿谷耳鼻咽喉科医院 044-822-3741

澤熊　香衣 231-0801 横浜市中区新山下3-12-1 横浜市立みなと赤十字病院 045-628-6100

三瓶　由美 242-0005 大和市西鶴間1-19-8 1Ｆ (医)泉の森クリニック 046-271-7070

塩野　理 222-0036 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院耳鼻咽喉科 045-474-8111

篠　美紀 107-0052 東京都港区赤坂8-10-16 山王病院 03-3402-3151

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

末次　敏成 240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町1229-1 西谷耳鼻咽喉科クリニック 045-381-3387

末木　義人 222-0037 横浜市港北区大倉山3-12-16 末木耳鼻咽喉科医院 045-545-3387

菅野　澄雄 216-0002 川崎市宮前区東有馬3-5-29 (医)菅野耳鼻咽喉科 044-852-8733

杉尾　雄一郎 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1-1 関東労災病院 044-411-3131

鈴木　愛 238-8567 横須賀市上町2-36 横須賀市立うわまち病院　耳鼻咽喉科 0468-23-2630

鈴木　一雅 238-8558 横須賀市米が浜通1-16 横須賀共済病院 046-822-2710

鈴木　高恭 249-0006 逗子市逗子1-10-4 鈴木耳鼻咽喉科医院 046-871-8312

鈴木　毅 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-38-5 鈴木耳鼻咽喉科医院 044-988-2590

鈴木　立俊 252-0374 相模原市南区北里1-15-1 北里大学医学部耳鼻咽喉科 042-778-8111

鈴木　敏幸 211-0035 川崎市中原区井田1-36-3 すずき耳鼻咽喉科クリニック 044-272-8402

鈴木　文雄 244-0801 横浜市戸塚区品濃町535-2中央街区Ｄ棟304 鈴木耳鼻咽喉科医院 045-244-0801

鈴木　正彦 250-0875 小田原市南鴨宮3-33-16 かものみや耳鼻咽喉科 0465-48-4133

関　彰彦 235-0033 横浜市磯子区杉田5-7-7 せき耳鼻咽喉科 045-770-6335

関口　美也子 250-0105 南足柄市関本565-5 (医)いずみ耳鼻咽喉科医院 0465-73-2207

関根　修二 251-0861 藤沢市大庭5099-1 (医)関根耳鼻咽喉科医院 0466-87-8741

瀬戸口　壽一 225-0002 横浜市青葉区美しが丘5-1-54 瀬戸口耳鼻咽喉科医院 045-901-3333

高橋　圭一 234-0051 横浜市港南区日野9-48-8 高橋耳鼻咽喉科医院 045-845-3341

高橋　郷 234-0054 横浜市港南区港南台4-7-29 港南台耳鼻咽喉科 045-225-8298

高橋　直一 247-0007 横浜市栄区小小菅ヶ谷4-9-1 本郷台耳鼻咽喉科 045-891-0187

高畑　喜延 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境1 (医)高畑耳鼻咽喉科医院 045-391-5000

田川　崇正 236-0053 横浜市金沢区能見台通2-6 能見台医院 045-781-6622

滝口　修平 222-0036 横浜市青葉区藤が丘1-30 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151

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

武田　啓介 258-0019 足柄上郡大井町金子1375 武田耳鼻咽喉科クリニック 0465-83-7733

竹村　栄毅 222-0036 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院 045-474-8111

田澤　卓 227-0041 横浜市青葉区上谷本町723-1 たざわ耳鼻咽喉科クリニック 045-972-9556

橘　伸哉 214-0014 川崎市多摩区登戸2130-2 たちばな耳鼻咽喉科 044-933-4187

館野　秀樹 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3 たての耳鼻咽喉科 045-313-3387

田中　一仁 211-0041 川崎市中原区下小田中2-4-29 田中耳鼻咽喉科クリニック 044-740-4187

田中　恭子 234-0054 横浜市港南区 港南台 3-2-10 済生会横浜市南部病院 045-832-1111

田中　泰彦 225-0025 横浜市青葉区鉄町2201 横浜総合病院耳鼻咽喉科 045-366-1111

田中　義人 250-8555 小田原市荻久保300 小田原市立病院 0465-33-1300
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谷垣　裕二 251-8550 藤沢市藤沢2-6-1 藤沢市民病院 0466-25-3111

丹波　さ織 220-0074 横浜市西区南浅間町31-11 洪福寺耳鼻咽喉科 045-312-6910

辻　富彦 216-0005 川崎市宮前区土橋3-3-1 つじ耳鼻咽喉科クリニック 044-862-8741

土田　吉史 254-0063 平塚市諏訪町25-25 耳鼻咽喉科土田医院 0463-31-0576

土屋　幸造 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰2-30-10 土屋耳鼻咽喉科 045-382-3555

坪田　雅仁 213-8507 川崎市高津区溝口3-8-3 帝京大学医学部附属溝口病院 044-844-3333

手塚　克彦 225-0001 横浜市青葉区美しが丘西3-65-6 (医)てづか耳鼻咽喉科クリニック 045-905-2811

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

所　芳男 236-0038 横浜市金沢区六浦南2-9-14 (医)所耳鼻咽喉科医院 045-788-3387

冨永　信次 234-0054
横浜市港南区港南台7-42-30 サンライズ港南
台210号

冨永耳鼻咽喉科アレルギー科 045-834-3334

冨岡　拓矢 240-8555 横浜市保土ケ谷区岡沢町56 横浜市立市民病院 045-331-1961

鳥居　直子 240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 聖隷横浜病院 045-715-3111

鳥越　達也 241-0816 横浜市旭区笹野台1-1-38 鳥越耳鼻咽喉科 045-366-6487

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

永井　康洋 243-0422 海老名市中新田439-1 海老名メディカルプラザ 046-292-0222

長尾　淳一 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-13-1 ながお耳鼻咽喉科 045-352-8500

中川　貴仁 194-0023 東京都町田市旭町2-15-41 町田市民病院 042-772-4291

中川　千尋 247-8581 横浜市栄区桂町132 横浜栄共済病院 045-891-2171

中崎　浩一 242-0015 大和市下和田1331-2 南大和病院 046-269-2411

中之坊　学 251-0028 藤沢市本鵠沼3-12-37　2階 本鵠沼耳鼻咽喉科 0466-33-2777

長原　太郎 231-0843 横浜市中区本郷町2-45-2 長原耳鼻咽喉科クリニック 045-622-4187

中村　智絵 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1-2-1 日本鋼管病院 耳鼻咽喉科 044-333-5591

中村　要 251-0052 藤沢市藤沢94-2 湘南耳鼻咽喉科 0466-24-3341

中山　貴子 252-0374 相模原市南区北里1-15-1 北里大学医学部 耳鼻咽喉科 042-778-8111

中山　明仁

名古屋　孝夫 226-0027 横浜市緑区長津田5-4-1 なごや耳鼻咽喉科 045-989-3387

那須野　智光 252-0157 相模原市南区上鶴間7-9-2 東芝林間病院 046-742-3577

西村　剛志 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学付属病院 045-787-2687

西本　喜胤 259-1315 秦野市柳町1-21-1 西本耳鼻咽喉科医院 0463-88-1120

西山　耕一郎 232-0063 横浜市南区中里1-11-19 (医)西山耳鼻咽喉科医院 045-715-5282

西山　崇経 210-0013 川崎市川崎区新川通12-1 川崎市立川崎病院 耳鼻咽喉科 044-233-5521

西山　哲 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1156-11 西山耳鼻咽喉科 045-972-6400

新田　健太郎 230-0074 横浜市鶴見区北寺尾1-14-8 (医)新田耳鼻咽喉科 045-570-0385

新田　光邦 252-0206 相模原市中央区淵野辺4-17-16 新田医院 042-750-8741

仁保　達夫 238-8538 横須賀市小矢部2-23-1 衣笠病院 046-852-1182

野口　浩男 245-0016 横浜市泉区和泉町6206-2 いずみ野耳鼻咽喉科 045-805-1790

信清　重典 242-0017 大和市大和東1-9-25 のぶきよ耳鼻咽喉科クリニック 046-240-8714

白馬　伸洋 213-8507 川崎市高津区溝口3-8-3 帝京大学医学部附属溝口病院 044-844-3333

長谷川　武 248-0035 鎌倉市西鎌倉1-2-10 にしかま耳鼻咽喉科診療所 0467-38-1633

畑　邦彦 230-0022 横浜市鶴見区市場東中町11-1 畑耳鼻咽喉科 045-508-1133
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畑　仁美 230-0022 横浜市鶴見区市場東中町11-1 畑耳鼻咽喉科 045-508-1133

波多野　孝 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学　耳鼻咽喉科 045-787-2687

花村　英明 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町498-11 戸塚はなむら耳鼻咽喉科 045-869-1987

濱野　巨秀 259-0198 中郡大磯町月京21-1 東海大学大磯病院 0463-72-3211

原田　克也 252-0206 相模原市中央区淵野辺3-11-17 原田クリニック 042-730-3677

柊　光一 247-0055 鎌倉市小袋谷1-9-18 ひいらぎ耳鼻咽喉科クリニック 0467-45-9187

東野　一隆 255-0003 中郡大磯町大磯466 大磯耳鼻咽喉科ひがしのクリニック 0463-60-1587

晝間　清 214-8525 川崎市多摩区宿河原1-30-37 川崎市立多摩病院 044-933-8111

俵道　淳 242-0024 大和市福田1965-2 ひょうどう耳鼻咽喉科 046-279-5333

平尾　隆 252-0254 相模原市中央区下九沢1912-1 ひらお耳鼻咽喉科 042-764-4187

平田　佳代子 249-0006 逗子市逗子5-1-12 平田耳鼻咽喉科 046-873-3281

平間　真理子 240-8585 横浜市保土ケ谷区釜台町43-1 横浜船員保険病院 耳鼻咽喉科 045-331-1251

平山　裕 215-0004 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 044-955-3349

福永　陽子 213-8507 川崎市高津区二子5-1-1 帝京大学医学部附属溝口病院 044-844-3333

福元　明子 224-0001 横浜市都筑区中川1-19-23　大久保第5ビル1F なかがわ耳鼻咽喉科 045-914-3800

福元　晃 224-0001 横浜市都筑区中川1-19-23　大久保第5ビル1F なかがわ耳鼻咽喉科 045-914-3800

藤岡　治 212-0053 川崎市幸区下平間111 藤岡耳鼻咽喉科医院 044-511-5533

藤田　恭子 240-8585 横浜市保土ケ谷区 釜台町43-1 横浜保土ケ谷中央病院 045-331-1251

藤田　芳史 247-0005 横浜市栄区桂町132 横浜栄共済病院 045-891-2171

藤村　昭子 211-0045 川崎市中原区上新城2-11-29-2F ふじむら耳鼻咽喉科 044-740-1733

古川　滋 231-0056 横浜市中区若葉町2-24-5 古川耳鼻咽喉科医院 045-261-7974

古川　政樹 241-0817 横浜市旭区今宿1-61-6 日本頭頸部超音波教育・研究所 045-261-5656

古川　まどか 241-8515 横浜市旭区中尾2-3-2 神奈川県立がんセンター 045-520-2222

辺照レベントベキル 222-0031
横浜市港北区 大倉山 3-26-6 三保クリニッ
クビル1Ｆ

大倉山耳鼻咽喉科 045-545-8711

朴　茂男 243-0401 海老名市東柏ケ谷1-14-17 (医)さがみ野耳鼻咽喉科 046-232-0084

林　泰広 240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 聖隷横浜病院 045-715-3111

星川　智英 222-0012 横浜市港北区富士塚1-1-9-202 星川耳鼻咽喉科 045-435-1287

細井　広道 216-0033 川崎市宮前区宮崎2-10-8 (医)宮崎台耳鼻咽喉科 044-866-4133

細野　浩史 252-0375 相模原市南区北里1-15-1 北里大学病院 042-778-8111

堀内　長一 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-5-1 横浜グリーン耳鼻咽喉科 045-370-7387

堀越　秀典 233-0007 横浜市港南区大久保2-16-37 堀越医院 045-842-4903

荻原　敦子 252-0375 相模原市南区北里1-15-1 北里大学病院耳鼻咽喉科 042-778-8111

牧野　弘治 254-0902 平塚市徳延744-1 まきの耳鼻咽喉科クリニック 0463-33-8749

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

正来　隆 252-0226 相模原市中央区陽光台4-36-10 (医)正来耳鼻咽喉科医院 042-756-5673

松井　和夫 240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 聖隷横浜病院 045-715-3111

松下　武史 238-8588 横須賀市米が浜通1-16 横須賀共済病院 046-822-2710

松島　明美 245-8560 横浜市戸塚区汲沢町56 西横浜国際総合病院耳鼻咽喉科 045-871-8855

松島　里佳 238-0101 三浦市南下浦町上宮田3111-2 栗原耳鼻咽喉科医院 046-889-1133

松田　秀樹 236-0027 横浜市金沢区瀬戸3-45 八景耳鼻咽喉科 045-787-1133
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松永　永恵 228-0024 座間市入谷5-1700-1-1Ｆ 座間耳鼻咽喉科クリニック 046-254-8749

三上　康和 232-0006 横浜市南区南太田1-4-32 三上耳鼻咽喉科 045-722-3341

水野　浩美 210-0802 川崎市川崎区大師駅前1-6-17 川崎大師みずの耳鼻咽喉科 044-266-1633

三橋　康之

峯川　明 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 茅ヶ崎中央病院耳鼻咽喉科 0467-86-6530

蓑輪　仁 211-0063 川崎市中原区小杉町3-257-4 みのわ耳鼻咽喉科 044-738-1187

宮澤　昌行 224-8503 横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1 昭和大学横浜市北部病院 045-949-7000

宮野　龍太 230-0001 横浜市鶴見区矢向3-37-5 (医)宮野耳鼻咽喉科医院 045-581-1682

宮部　聡 214-0038 川崎市多摩区生田7-2-7 宮部耳鼻咽喉科医院 044-922-8193

宮本　俊輔 252-0374 相模原市南区北里1-15-1 北里大学医学部　耳鼻咽喉科 042-778-8111

宮本　多加子 210-0833 川崎市川崎区桜本2-1-5 川崎協同病院　耳鼻咽喉科 044-299-4781

村上　説子 245-0008 横浜市泉区弥生台25-1 村上耳鼻咽喉科 045-813-3142

村上　希 210-0822 川崎市川崎区田町2-9-1 AOI国際病院 耳鼻咽喉科 044-277-5511

室伏　利久 213-8507 川崎市高津区溝口3-8-3 帝京大学医学部附属溝口病院 044-844-3333

茂木立　学 213-0011 川崎市高津区久本1-2-5関口第1ビル401 もぎたて耳鼻咽喉科 044-865-4187

望月　高行 242-0007 大和市中央林間4-20-4 (医)望月耳鼻咽喉科 046-271-3387

望月　元博 210-0846 川崎市川崎区小田1-9-23 望月耳鼻咽喉科医院 044-333-3387

望月　幸子 242-0007 大和市中央林間4-20-4 (医)望月耳鼻咽喉科 046-271-3387

持松　いづみ 222-0035 横浜市港北区鳥山町1770
横浜市総合リハビリテーションセン
ター

045-473-0666

籾山　安弘 252-0303 相模原市南区相模大野5-27-1 もみやま耳鼻咽喉科 042-766-7787

森下　大樹 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院 045-787-2800

森　牧子 254-8502 平塚市追分9-11 平塚共済病院 0463-32-1950

楊井　学 242-0024 大和市福田5515-1 桜ヶ丘耳鼻咽喉科 046-267-1813

矢吹　健一郎 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院 045-787-2687

山口　潤 250-0004 小田原市浜町3-12-1 山口耳鼻咽喉科医院 0465-22-2631

山口　太郎 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-13-5 あざみ野耳鼻咽喉科 045-901-5855

山口　知子 252-0392 相模原市南区桜台18-1
独立行政法人国立病院機構相模原病院
耳鼻咽喉科

042-742-8311

山﨑　充代 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 茅ヶ崎中央病院 耳鼻咽喉科 0467-86-6530

山崎　由美子 244-0841 横浜市栄区長沼町188-8 山崎耳鼻咽喉科 045-862-9917

山下　ゆき子 247-0072 鎌倉市岡本2丁目21－26山一ビル3階
かがみ在宅クリニック 内科・耳鼻咽
喉科

0467-84-7007

山田　尚宏 226-0003 横浜市緑区鴨居1-7-4 鴨居なのはな耳鼻咽喉科 045-929-2727

山田　浩之 220-0012 横浜市西区みなとみらい3-7-3 けいゆう病院耳鼻咽喉科 045-221-8181

山田　昌宏 235-0045 横浜市磯子区洋光台1-15-7 洋光台耳鼻咽喉科・ひふ科 045-835-3387

山田　良宣 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1 昭和大学横浜市北部病院 045-949-7000

山本　晃 259-0131 中郡二宮町中里1302-1 山本耳鼻いんこう科クリニック 0463-73-4696

山本　英永 253-0085 茅ヶ崎市矢畑725-1 茅ヶ崎耳鼻咽喉科クリニック 0463-76-3341

弓削　勇 250-0872 小田原市中里72-1 ゆげ耳鼻咽喉科 0465-27-3325

湯田　恵子 245-8560 横浜市戸塚区汲沢町56 西横浜国際総合病院 045-871-8855

湯山　誠一郎 232-0053 横浜市南区井土ヶ谷下町213 湯山耳鼻咽喉科クリニック 045-742-3314

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

7
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吉川　琢磨 212-0027 川崎市幸区新塚越201 よしかわ耳鼻咽喉科 044-520-3311

吉田　篤正 226-0025 横浜市緑区十日市場町802-1 (医)吉田医院 045-983-6649

吉田　高史 215-0011 川崎市麻生区百合丘1-2-1-201 耳鼻咽喉科よしだクリニック 044-959-1187

吉原　重光 223-0052 横浜市港北区綱島東2-8-4 吉原耳鼻咽喉科クリニック 045-531-4187

吉村　恵理子 251-0861 藤沢市大庭5681-10 2F
(医)よしむら耳鼻咽喉科・内科・呼吸
器内科

0466-87-3315

吉村　剛 220-0051 横浜市西区中央1-27-13 2F (医)吉村耳鼻咽喉科医院 045-321-3837

米本　友明 221-0825 横浜市神奈川区反町4-27-16 反町耳鼻咽喉科 045-317-4187

米本　正明 222-0013 横浜市港北区錦が丘16-16 よねもと耳鼻咽喉科 045-434-3347

和田　昂 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学附属病院 045-787-2800

渡瀬　文貴 252-0303 相模原市南区相模大野7-6-13 わたせ耳鼻咽喉科 042-794-7682

渡邊　昭司 214-0021 川崎市多摩区南生田4-25-2 101号 渡辺耳鼻咽喉科
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