
医療機関来院時のお願い (pref.kanagawa.jp)

2023.6～

東京工業大学すずかけ台キャンパス

近隣医療機関情報

TAXI 

[都市交通]：045-978-0100

[スタジアム交通]：0120-77-6081（英語・中国語対応：事前にお問い合わせください）

[カンツリー交通] （町田方面OK）：0427-36-3333 , 0120-51-9933（どちらでもOK）

一時救急～軽症患者に救急医療を提供

二次救急～ 24時間体制で救急患者を受け入れ

三次救急～ 一次・二次救急で対応できない重症・重篤患者に対して行う医療

横浜市救急医療センター ＃7119

↑ここをクリック

横浜市救急受診ガイド（こんな症状があったら）２４時間年中無休

↑ここをクリック

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

↑ここをクリック

医療機関ではマスクの着用をお願いします！

保健管理センターすずかけ台分

〒226-8503 横浜市緑区長津田4259 G4棟

☎ 045-924-5107

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/96351/flyer_a4.pdf
https://www.yokohama-emc.jp/syouni.html
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/shobo/kyukyu/jushinguide/index.html
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/


１. 時間外・休日に受診できる医療機関

最寄り駅 電話

横浜市
#7119

（市外から045-232-7119）

横浜市 045-937-2300

横浜市 045-973-2707

横浜市

（三次救急）

田園都市線藤が丘駅

徒歩3分
 045-971-1151

田園都市線長津田駅南口よりバス15分

「若葉台中央行き」、終点より徒歩1分
 045-921-6111

JR横浜線・田園都市線長津田北口

徒歩6分
 045-981-1201

JR横浜線・田園都市線長津田駅

南口より病院無料送迎バス10分

（30分間隔）

 045-984-2400

- 各月の当番医療機関がＨＰに掲載

JR横浜線・小田急町田駅より

「市民病院」経由バスで「市民病院前」下車

徒歩3分

 042-722-2230

田園都市線すずかけ台駅より

「町田バスセンター行き」バスで5分

「南町谷原」下車

 042-795-1668

田園都市線 南町田グランベリーパーク駅

徒歩10分（病院無料送迎バスあり、

土曜午後、日祝日は運行なし）

 042-799-6161

相模原市

（二次救急）
小田急江ノ島線東林間東口徒歩2分  042-742-3577

大和市

（二次救急）

田園都市線・小田急江ノ島線中央林間駅

徒歩2分
 046-275-0110

２.総合病院

月 火 水 木 金 土 日

田園都市線藤が丘駅徒歩3分  045-971-1151 -

田園都市線長津田駅南口よりバス15分

「若葉台中央行き」、終点より徒歩1分
 045-921-6111

8:00～12:00

診療開始9:00~
-

JR横浜線・田園都市線長津田駅

北口徒歩6分
 045-981-1201 8:30～11:00 -

田園都市線長津田駅南口より

病院無料送迎バス10分（30分間隔）
 045-984-2400 7:30～11:30 -

JR横浜線・小田急町田駅よりバス

「市民病院前」下車徒歩5分
 042-722-2230 － -

田園都市線すずかけ台駅より

「南町田バスセンター行き」バスで5分

「南町谷原」下車

 042-795-1668  8:30～12:00 -

田園都市線 南町田グランベリーパーク駅

徒歩10分（病院無料送迎バスあり、

土曜午後、日祝日は運行なし）

 042-799-6161  8:30～11:30 -

小田急江ノ島線東林間東口徒歩2分  042-742-3577
8:30～11:00

*第2・4・5休診
-

田園都市線・小田急江ノ島線中央林間駅

徒歩2分
 046-275-0110  8:30～11:30 -

昭和大学藤が丘病院

備 考

 横浜市救急医療センター

 緑区休日急患診療所 内科：午前10時～午後4時

 青葉区休日急患診療所 内科：午前9時～12時/午後1時～4時

医療機関名

横浜市

（二次救急）

横浜旭中央総合病院

長津田厚生総合病院

24時間年中無休

横浜市内の受診可能な医療機関を案内します

横浜新緑総合病院

町田市

（二次救急）

 町田市医師会休日診療

町田市民病院

町田慶泉病院

南町田病院

救急診療は24時間体制ですが、

必ず受診前に病院にTELしてください。

〇コロナを疑う症状がある場合は、受診を控えてください。

さがみ林間病院

中央林間病院

 

昭和大学藤が丘病院

医療機関名 最寄り駅 電話
診療時間

南町田病院

さがみ林間病院

中央林間病院

     8:00～14:00(原則的に紹介外来制、紹介状ありでも14時まで）

（診療科により異なります）

8:00～12:00

12:30～16:30

（診療開始：9：00～）

  8:30～11:00

12:00～15:00

7:30～11:30

（午後は原則予約制）

8:00～11:30

（診療開始：9：00～）＊11：00までに来院ください。

 8:30～12:00

 14:30～16:30

 8:30～11:30

 13:30～16:30

8:30～11:00

（耳鼻科のみ午後初診あり）13:15～15:30

 8:30～11:30

 13:30～16:30

横浜旭中央総合病院

現在、発熱・呼吸苦など症状のある方は受診前に電話をしてください。

長津田厚生総合病院

横浜新緑総合病院

町田市民病院

※コロナ疑いで、紹介状なく受診される場合、選定療養費7,700円

町田慶泉病院

https://www.yokohama-emc.jp/syouni.html
https://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/yakan_kyujitsu/midori.html
https://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/yakan_kyujitsu/aoba.html
https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
https://www.ims-yokohama-asahi.jp/
https://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/
http://www.shinmidori.com/
https://www.machida.tokyo.med.or.jp/?page_id=17189
http://c30f7izh.mwprem.net/patients/outpatient/
https://www.machida-keisen.com/
https://www.mmhp.jp/
http://www.rinkanhp.com/
https://www.hospital-crg.net/
https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
https://www.ims-yokohama-asahi.jp/
https://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/
http://www.shinmidori.com/
http://c30f7izh.mwprem.net/patients/outpatient/
https://www.machida-keisen.com/
https://www.mmhp.jp/
http://www.rinkanhp.com/
https://www.hospital-crg.net/
https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
https://www.yokohama-emc.jp/syouni.html
https://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/yakan_kyujitsu/midori.html
https://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/yakan_kyujitsu/aoba.html
https://www.ims-yokohama-asahi.jp/
https://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/
http://www.shinmidori.com/
https://www.machida.tokyo.med.or.jp/?page_id=17189
https://www.machida.tokyo.med.or.jp/?page_id=17189
https://www.machida.tokyo.med.or.jp/?page_id=17189
http://c30f7izh.mwprem.net/patients/outpatient/
https://www.machida-keisen.com/
https://www.machida-keisen.com/
https://www.machida-keisen.com/
https://www.mmhp.jp/
http://www.rinkanhp.com/
https://www.hospital-crg.net/
https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
https://www.mmhp.jp/
http://www.rinkanhp.com/
https://www.hospital-crg.net/
https://www.ims-yokohama-asahi.jp/
https://www.ims-yokohama-asahi.jp/
https://www.nagatsuta-ks-hp.or.jp/
http://www.shinmidori.com/
http://c30f7izh.mwprem.net/patients/outpatient/
http://c30f7izh.mwprem.net/patients/outpatient/
https://www.machida-keisen.com/


3.診療所

月 火 水 木 金 土 日

田園都市線すずかけ台駅徒歩2分 042-795-2121 9:00～11:30
14:30～17:00

（予約制）
9:00～11:30 -

9:00～11:30

14:00～17:00

9:00～11:30

14:00～17:00

(PMは第３のみ）

-

JR横浜線・田園都市線長津田駅西口

徒歩30秒
045-984-1112

  8:45～11:30

15:00～16:30

  8:45～11:30

15:00～18:00
- 8:45～13:00 -

JR横浜線・田園都市線長津田駅西口

徒歩2分
045-989-5822

9:00～12:30

（受付は診療終了

30分前まで）

9:00～12:30

（受付は診療終了

30分前まで）

-

田園都市線すずかけ台駅徒歩5分 042-795-4303   9:00～12:30   9:00～12:30 -

JR横浜線・田園都市線長津田駅南口

徒歩1分
045-988-2201

  9:00～12:30

15:00～18:00

  9:00～11:45

14:00～16:45
-

田園都市線すずかけ台駅徒歩8分 042-795-5415 8:00～11:50 8:00~11:50 -

横浜線十日市場駅徒歩１分 045-989-6388 - 9:00~12:00 -

田園都市線すずかけ台駅徒歩5分 042-795-4303 -
  9:00～12:30

15:00～18:30
9:00~12:30 -

田園都市線すずかけ台駅徒歩7分 042-812-2110

JR横浜線・田園都市線長津田駅

南口 徒歩1分
045-982-2010 （受付は診療終了30分前まで）

 9:00～12:30

14:00～17:00
-

脳神経外科 田園都市線長津田駅南口徒歩１分 045-988-1855
 9:00～12:30

14:30～17:00
-

JR横浜線・田園都市線長津田駅南口

徒歩1分
045-989-3387 9:00～12:30

9:00～12:30

15:00～18:30

9:00～12:30

14:30~17:00
-

田園都市線 すずかけ台 徒歩12分 042-796-8733
9:30~13:00

15:00~18:00
9:30～13:00 -

9:30～13:00

15:00～17:00
9:30～13:00

田園都市線 すずかけ台駅 隣のビル 042-788-5505 9:00～12:00 -
9:00～12:00

15:00～18:00

9:00～12:00

13:00～16:00
-

田園都市線 南町田グランベリー駅直結 042-850-5601 （受付は診療終了30分前まで）

JR横浜線・田園都市線 長津田駅南口

徒歩1分
045-988-0225 -

  9:30～12:30

15:00～17:30
  9:30～12:30 9:30～13:30 -

耳鼻咽喉科

なごや耳鼻咽喉科
  9:00～12:30

15:00～18:30

つくし野耳鼻咽喉科

発熱、のどの痛みで受診する場合は電話連絡してください。

9:30~13:00

15:00~18:00

眼科

すずかけ台眼科クリニック
  9:00～12:00

15:00～18:00

アイクリニック南町田
10:00～13:30

15:00～18:30

（眼鏡処方、初めてのコンタクトレンズ処方、眼底検査の方はAM12:30,PM17:30まで）

長津田眼科クリニック
  9:30～12:30

15:00～17:30

  9:00～12:30

14:30～18:30

（受付は診療終了30分前まで）

電話最寄り駅医療機関名

9:00～11:30

14：00～16:30

（祝日は休診）

長田整形外科
  9:00～12:30

15:00～19:00

8:45～11:30

15:00~16:30

横浜ながつた内科・呼吸器クリニック
  9:00～12:30

14:30～18:30

（受付は診療終了30分前まで）

診療時間

すずかけ台診療所

長津田駅前胃腸内科

内科

ながつた脳神経外科
9:30~12:30（金曜午前は神経内科のみ）

14:30~19:00

南つくし野おおなかクリニック（胃腸内科）
  9:00～12:30

15:00～18:30
-

 長津田ファミリークリニック 
  9:00～12:30

15:00～18:30

  9:00～12:30

15:00～18:30

中澤医院（皮膚科診療もあり）
8:00~11:50

15:30~18:20

田村内科クリニック

（オンライン診療あり：AM11時、PM17時まで）

  9:00～12:00

15:00～18:00

  9:00～12:00

15:00～18:00

整形外科

南つくし野おおなかクリニック
  9:00～12:30

15:00～18:30

横浜町田関節脊椎病院

（日曜診療あり・祝日は休み）

http://home.u00.itscom.net/suzukake/
https://nagatsutaekimae.clinic/
https://www.yokohama-nagatsuta-clinic.net/
http://onaka-cl.webmedipr.jp/
http://www.nagatsuta-family.com/
https://tamuramedicalclinic.net/
http://onaka-cl.webmedipr.jp/
https://www.ymo-hospital.jp/
http://nagataseikei.com/
https://nagatsuta.clinic/
https://www.nagoyajibika.net/
https://www.tsukushino-jibika.jp/
https://www.suzukakedai-ganka.com/
https://www.eyeclinic-minamimachida.com/
http://www.nagatsuta-eye.com/
https://www.nagoyajibika.net/
https://www.tsukushino-jibika.jp/
https://www.tsukushino-jibika.jp/
https://www.suzukakedai-ganka.com/
https://www.eyeclinic-minamimachida.com/
http://www.nagatsuta-eye.com/
http://nagataseikei.com/
https://www.yokohama-nagatsuta-clinic.net/
https://www.yokohama-nagatsuta-clinic.net/
https://www.yokohama-nagatsuta-clinic.net/
http://home.u00.itscom.net/suzukake/
https://nagatsutaekimae.clinic/
https://nagatsuta.clinic/
http://onaka-cl.webmedipr.jp/
http://www.nagatsuta-family.com/
https://tamuramedicalclinic.net/
https://tamuramedicalclinic.net/
http://onaka-cl.webmedipr.jp/
https://www.ymo-hospital.jp/
https://www.ymo-hospital.jp/


月 火 水 木 金 土 日
電話最寄り駅医療機関名

診療時間

田園都市線 つきみ野駅 徒歩5分 046-276-6085
9:30~12:30

14:30~18:00

9:30~12:30

14:30~18:30
-

9:30～12:30

15:00～18:30
9:30～12:30 9:30～15:00 -

田園都市線 長津田駅南口 徒歩1分 045-988-3505 - 9:00~12:50 -

田園都市線 長津田駅西口 徒歩1分 045-530-0612 - 8:50～13:00 -

田園都市線　長津田駅南口 徒歩12分

市営バス40系統「若葉台中央」行き

センター前 下車すぐ

045-989-2020 -
 9:00～12:30

15:00～18:00
9:00～13:00

田園都市線 たまプラーザ駅南口 徒歩1分 045-914-6678 （受付は診療終了15分前まで） -
 9:30～12:30

15:00～19:00

 9:30～12:30

①③⑤:15:00~19:00

②④:14:00~17:00
-

泌尿器科 田園都市線 つくし野駅 徒歩30秒 042-799-2202
9:00～12:00

(内科のみ)
- -

田園都市線 すずかけ台駅 徒歩1分 042-788-4401 - 9:30~14:00 -

田園都市線 南町田グランベリーパーク駅

北口 徒歩2分
042-850-6174 -

10:00～13:30

15:00～19:30

  10:00～13:30

  14:30～18:00
10:00~13:30

田園都市線 南町田グランベリーパーク駅

直結

042-850-7508

(受付は午前午後とも診療終了30分前まで）
-

10:00～13:00

14:30～19:30
10:00～13:00

10:00～13:00

14:30～18:00
-

JR横浜線・田園都市線長津田駅南口

徒歩7分
045-482-7373 - 9:30～14:00 -

JR横浜線・田園都市線 長津田駅南口

徒歩1分

045-985-1122

（受付は午前午後とも診療終了30分前まで）
-

  9:30～13:00

15:00～19:00

9:30～13:00

15:00～18:00
-

田園都市線 長津田駅西口 徒歩1分
045-507-7656

※予約制

  9:15～12:30

14:30～18:30

  9:15～12:30

14:30～18:00
9:00～12:00

  9:15～12:30

14:30～18:30

  9:15～12:30

14:30～18:00
  9:00～13:00 -

田園都市線 青葉台駅北口

改札を出て右側 徒歩５分

045-511-7373

※予約制
-

10:00～13:00

15:00～19:00
10:00～14:00 -

  9:30～12:30

14:00～17:30

長津田レディースクリニック
  9:30～13:00

15:00～19:00

精神科

長津田いこいの森診療所（完全予約制）

あおばメンタルクリニック（完全予約制）

婦人科

南町田レディースクリニック
10:00～13:00

14:30～19:30

みなみレディースクリニック
  9:30～12:30

14:00～17:30

10:00～13:00

15:00～19:00

かどわきクリニック 9:00~12:00
9:00~12:00

（泌尿器科のみ）

歯科

南つくし野歯科クリニック（事前に予約、急患対応あり）
9:30～13:00

14:00～18:00

9:30～13:00

14:00～18:00

南町田ファミリー歯科（事前に予約、急患対応あり）
  10:00～13:30

  15:00～19:30

皮膚科

椿原皮膚科

長津田ファミリークリニック
9:00～12:50

14:30~17:50

9:00～12:50

14:30~17:50

長津田皮膚科
 8:50～12:30

14:50～19:00

 8:50～12:30

14:50～19:00

形成外科

ながつた緑の皮フ科・形成外科
 9:00～12:30

15:00～18:00

たまプラーザ南口クリニック
 9:30～12:30

15:00～19:00

https://tsubakihara-skin.com/
http://www.nagatsuta-family.com/
http://www.nagatsuta-hihu.com/
https://midorino-cl.com/
https://www.tamaplaza-minamiguchi-cl.com/
http://mtsc.main.jp/
http://minamimachida-family-dc.com/
https://minamimachida-lc.com/
https://minami-ladysclinic.jp/
https://nagatsuta-lc.com/
http://www.tsurugaoka.or.jp/ikoi/
https://aoba-mental.jp/access/
https://nagatsuta-lc.com/
http://www.tsurugaoka.or.jp/ikoi/
https://aoba-mental.jp/access/
https://minamimachida-lc.com/
https://minami-ladysclinic.jp/
http://mtsc.main.jp/
http://minamimachida-family-dc.com/
https://tsubakihara-skin.com/
http://www.nagatsuta-family.com/
http://www.nagatsuta-hihu.com/
https://midorino-cl.com/
https://www.tamaplaza-minamiguchi-cl.com/

