緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

郵便番号

住所

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

0
232-0062

神奈川県横浜市神奈川区二ッ谷町６－３雷鳴堂ビ
ル３０１
神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－６－１４白楽
メディカルセンター４階
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央６－１サウス
ウッド３Ｆ
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－２０－７
ビューサイト横浜ビル４階
神奈川県横浜市神奈川区片倉２－１－２１大石医
療ビル１階
神奈川県横浜市磯子区磯子３－３－２１江戸徳ビ
ル１階
神奈川県横浜市港南区大久保１丁目１５番１０号
神奈川県横浜市南区中里町２６７

河合医院

225-0021

神奈川県横浜市青葉区すすき野２－６－１２

045-902-5001

http://www.kawaimedicalclinic.com/

有

医療法人社団 山本記念会 す
みれが丘そよかぜクリニック

224-0013

神奈川県横浜市都筑区すみれが丘１３－３

045-565-9042

http://www.yamamotokinen.or.jp/soyokaze/

有

ブルックス レディース クリ
ニック

244-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町８ラピス２

２Ｆ

045-862-4510

https://www.brooks-cl.com/

有

田渕レディスクリニック

220-0023

神奈川県横浜市西区平沼１－２－２０

２Ｆ－Ｅ

045-314-3300

0

有

近藤産婦人科

226-0019

神奈川県横浜市緑区中山１－３－１０

045-932-5503

http://www.yha-net.jp/kondo-cl/

有

安達産婦人科医院

246-0031

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４丁目２４番地の４

045-301-0539

0

有

辻井産婦人科医院

225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘３－５－２

045-901-7500

http://www.tsujii-sanfu.jp

有

レディースクリニック市ヶ尾

225-0024

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾１１５４

045-979-1797

http://www.ichigao.jp

有

本牧レディスクリニック

231-0827

045-628-3077

www.honmokuladiesclinic.com

有

045-228-1535

www.amemiya-cl.com

有

ヤマダレディースクリニック

221-0823

医療法人社団
クリニック

221-0802

的野ウィメンズ

なおこレディースクリニック

224-0032

神奈川ウィメンズクリニック

221-0822

大石レディースクリニック

221-0865

医療法人社団 昱樹会 磯子
悠レディースクリニック
岩泉産婦人科
飯田医院

医療法人祐清会 雨宮クリニッ
ク
Ｂｉｒｔｈ ＆ Ｌａｄｉｅ
ｓ’Ｃｌｉｎｉｃ Ｓｏｌａ

235-0016

231-0015

神奈川県横浜市中区本牧和田１２－２２ジョイ新
本牧２０３
神奈川県横浜市中区尾上町５丁目７６番地明治屋
尾上町ビルディング５階

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

045-987-2811

www.yamadalc.jp

有

平日10:00～19:30 土曜10:00～16:30

有

045-435-1107

0

有

平日9:30～12:30 15:00～18:30 土曜9:00～11:00
12:00～14:00

有

045-945-0051

https://naoko-lc.com

有

平日10:00～19:00 土曜10:00～19:00

有

045-431-5000

info@kwc.main.jp

有

平日9:30～12:30 14:30～17:30第2第4土曜9:30～
12:30(土曜は更もあり HP参照)

有

045-481-1101

www.oishi-clinic.jp

有

平日9:00～19:00 土曜9:00～14:00

有

045-754-5888

0

有

平日9:00～13:00 15:00～19:00土曜9:00～14:00

有

045-842-3565
045-712-4610

http://iwaizumi.fem.jp/
－

有
有

月曜～日曜7:00～21:00
平日8:30～18:00 土曜8:30～12:00
平日9:30～12:30 14:30～18:00
休診日 土曜午後、
木曜、日曜、祝日

有
有

第１・３水曜日10:00～13:00

有

月・火・木・金10:00～13:00 16:00～20:00
水10:00～13:00 15:00～18:00
土10:00～13:00
平日10:00～12:30 15:00～18:30 土曜9:00～11:30
14:00～15:30
月・水・金9:30～16:30 火13:30～19:00 土9:30～
月・水・金9:00～12:00 15:00～18:00 火・土9:00～
12:00
日・月・火・水・金9:00～12:00 14:00～17:00 土曜
9:00～12:00
祝日以外の日曜、振替休日は平常通り
月・火・水・金10:00～13:00 15:00～19:00 土10:00～
13:00
平日・土曜9:30～17:30 火曜休診
第1第2第4日曜は9:30～12:30
平日午前9:30～12:30 午後15:00～18:00
土曜午前9:30～12:30 木曜休診

有

有
有
有
有
有
有
有
有

224-0021

神奈川県横浜市都筑区北山田２－２－１

045-548-9641

https://www.solaclinic.jp/

有

月火木金土9:00～13:00 14:30～17:00

有

メディカルパーク横浜

231-0062

神奈川県横浜市中区桜木町１－１－８日石横浜ビ
ル４階

045-232-4741

http://medicalpark-yokohama.com/

有

月・火・水・金・土・祝日10:00～13:00 15:00～19:00

有

桜井産婦人科

223-0062

神奈川県横浜市港北区日吉本町１－２９－１６

045-563-6311

www.sakurai-lc.com

有

ウイメンズクリニック井土ヶ谷

232-0052

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町１６１－６－２
０５

045ｰ714-2203

0

有

小関産婦人科医院

241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川２－６２－７

045-363-0660

https://www.koseki-lc.jp

有

中野レディースクリニック

220-0004

神奈川県横浜市西区北幸２－４－１０大明ビル２
Ｆ

045-534-8904

http://www.nakanoladies.com/

有

221-0065

神奈川県横浜市神奈川区白楽７１－８

045-432-2525

www.koshi-sanfujinka.com

有

045-442-6137

http://tennocho-lc.com/

有

045-800-0222

www.tawada-ladies-clinic.jp

有

医療法人社団 医積会 コシ産
婦人科医院
医療法人 悠総会 天王町レ
ディースクリニック
多和田レディースクリニック
さいとうクリニック
医療法人社団 都筑会
レディスクリニック

つづき

245-0013

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町２－３６－８シ
レーナＳ２Ｆ
神奈川県横浜市泉区中田東３－１６－６

226-0021

神奈川県横浜市緑区北八朔町１２０８－１

045-932-6555

shineikai-clinic.com/saito/

有

224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目２番１号
ヴァンクールセンター北４階

045-910-0234

https://www.tsuzuki-ladys.com

有

240-0003

平日9:00～12:00 13:30～16:30
土曜9:00～12:00 13:30～16:30
診療時間内 月・火・水・金9:00～11:30まで受付
15:00～17:30まで受付
土9:00～11:30まで受付
平日9:00～11:30 14:30～17:00 火・木・土は午前のみ
（休診日はウェブサイトに掲載）
平日10:00～13:00 15:00～18:00 土曜10:00～13:00
平日9:00～12:00 15:00～17:00 土曜8:00～14:00
15:00～17:00
月・火・木・金9:30～13:00 15:00～18:30 土9:30～
13:30 15:00～16:30
平日9:00～17:30 土曜9:00～12:30
月・火・木・金9:00～12:00 15:00～17:30 土9:00～
12:00
平日9:30～12:30 15:00～19:00 土・日曜9:30～12:30

有
有
有
有
有
有
有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

郵便番号

住所

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
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医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

サンマタニティクリニック

235-0045

神奈川県横浜市磯子区洋光台６－１－１０

045-833-3011

http://www.sanmata.jp

有

石井産婦人科医院
イアソクリニック
ポートサイド女性総合クリニッ
池川クリニック
医療法人うふ ワキタ産婦人科

220-0061
241-0022
221-0055
236-0035
227-0043

神奈川県横浜市西区久保町１９－２１
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２７－３
神奈川県横浜市神奈川区大野町１－２５－３Ｆ
神奈川県横浜市金沢区大道２－５－１３
神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－６－１

045-241-3221
045-371-0050
045-440-5567
045-786-1122
045-973-7081

ishii32@twatwa.ne.jp
http://www.cocoiaso.com
http://www.vivalita.com/
ikegawaclinic.net/
http://www.wakita-sanfujinka.com

有
有
有
有
有

菊名西口医院

222-0021

神奈川県横浜市港北区篠原北１－３－３３

045-401-6444

www.kikuna-nishiguchi-iin.jp

有

ひまわりレディースクリニック

224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５０番１７号
Ｃ・Ｍ Ｐｏｒｔ８階

045-949-2212

http://www.himawari-clinic.net

有

苅部医院

234-0052

神奈川県横浜市港南区笹下２丁目７番１２号

045-843-7606

karubeclinic@jcom.zaq.ne.jp

有

221-0056

神奈川県横浜市神奈川区金港町７－６

045-453-3673

http://minatomachi1979.web.fc2.com/

有

月・火・水・金9:00～12:00 15:00～18:00 木・土9:00
～12:00（祝祭日、年末年始を除く）
平日9:00～17:00 土曜9:00～12:00 木曜日休診
平日9:00～12:30 14:30～17:00 土曜9:00～12:00
月・火・木・金・土10:00～13:00 14:00～18:00
平日9:30～12:00 月・水・金15:00～17:00
月・火・水・金9:00～17:00 木・土9:00～12:00
月・火・水・金9:30～12:30 15:30～19:00 木・土9:30
～12:30
火9:30～13:00/15:00～18:30 水・金9:30～
13:00/14:00～18:30 木・土9:30～13:00/なし
月・火・木・金9:00～11:45 14:30～17:45 水9:00～
11:45 土9:00～12:45
0

235-0022

神奈川県横浜市磯子区汐見台１－６－５

045-761-3581

www.fureai-g.or.jp/shiomidai/

有

平日8:30～17:30 土曜8:30～17:30

有

045-475-1000

amor-clinic.jp

有

月・火・木・金9:30～18:00 水・土9:30～12:00

有

045-474-2736

www.onshindo.net

有

平日(木曜以外)9:00～12:30 15:00～18:30 土曜9:00～
12:30

有

045-909-6100

jun-cl.jp

有

平日10～12:30 15～19 土曜10～12:30 15～18

有

045-911-5355

http://bo-cl.jp

有

港町診療所
医療法人社団
汐見台病院

康心会

康心会

神奈川県横浜市港北区新横浜３－２０－３－７０
１
神奈川県横浜市港北区新横浜３－２０－３リバサ
イドビル３Ｆ
神奈川県横浜市青葉区あざみ野１丁目7-1ゴール
ドワンあざみ野３Ｆ
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１モザ
イクモール港北５Ｆ

アモルクリニック

222-0033

温心堂レディースクリニック

222-0033

潤レディースクリニック

225-0011

坊クリニック

224-0003

福田俊子レディスクリニック

231-0005

神奈川県横浜市中区本町１－３綜通横浜ビル２Ｆ

045-224-8030

www.fukudatoshiko-lady.com

有

231-0066

神奈川県横浜市中区日の出町１－７５－２Ｆ

045-231-1770

http://www.ikuai.com

有

221-0014

神奈川県横浜市神奈川区入江２丁目１９番地１

045-401-2411

http://www.jikei-o.or.jp

有

みなみレディースクリニック

226-0018

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台１－１－５

045-482-7373

http://minami-ladysclinic.jp

有

産婦人科マチダクリニック

231-0036

神奈川県横浜市中区山田町７－８産友ビル１０１

045-315-2331

http://www.machid-clinic.net/index.html

有

岡本産婦人科医院
医療法人 明泉会 泉福レ
ディースクリニック

236-0053

神奈川県横浜市金沢区能見台通１５－３
神奈川県横浜市金沢区能見台東１－７Ｋ－ＳＱＵ
ＡＲＥビル２Ｆ

045-784-1703

www.okamoto-sanfujin.jp

有

045-790-1330

www.senpuku-clinic.com

有

岩谷産婦人科医院

227-0062

神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１１

045-981-3211

0

有

045-471-3385

https://www.ai-ladies-sy.jp

有

045-594-7341

https://midori-lc.com

有

医療法人 育愛会 育愛会レ
ディースクリニック
医療法人財団慈啓会 大口東総
合病院

医療法人そわか アイレディー
スクリニック新横浜
みどりレディースクリニック横
浜

236-0058

222-0033
221-0842

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目６番地１新横
浜ＳＲビル５階
神奈川県横浜市神奈川区泉町２－４ＹＡＯＫＡＮ
ビル５Ｆ

月曜・金曜9:00～12:00 14:00～17:00 火曜9:00～
12:00 14:00～18:00 土曜9:00～13:00
平日9:00～12:30 15:00～18:30 土曜9:00～12:30 木曜
休診
平日9:00～13:00 15:00～18:00(木曜・第5水曜除く)
土曜9:00～15:00
平日9:00～15:30(木曜除く) 土曜9:00～11:30
月・火・木・金9:30～12:30 14:00～17:30 土9:30～
14:00
月・火・木・金9:00～12:00 15:00～18:00 水・土9:00
～12:00
平日・土曜9:00～12:00 水・日曜祭日休診
受診前に電話連絡が望ましい。平日9:00～11:30 14:00
～17:30 土曜9:00～11:30(13:30～15:00・要連絡)
月・水・金9:00～12:00 15:00～18:00 火15:00～18:00
土9:00～12:00 14:00～17:00
月・火・水・金・土10:00～13:30 15:00～18:30
火・水・木・金9:30～13:00 14:30～18:00 土9:30～
13:00 日9:00～12:30
月・火・木・金9:30～12:30 15:00～18:00 土9:30～
12:30
平日9:00～15:30 土曜9:00～14:30(木曜日曜祭日休診)
月・火・金・土9:00～12:00 14:30～17:30 水9:00～
12:00 (水曜午後、木・日・祭日は休診)

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

サラクリニック

232-0024

神奈川県横浜市南区浦舟町４－４７－２－３０２

045-260-6620

www.sarah-clinic.com

有

磯

240-0065

神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田１－１９－３

045-331-1111

http://www.isosanfujinka.com/

有

244-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３９７０－４

045-862-4103

http://aono-womens.clinic

有

045-633-2525

http://yui-ladies.clinic

有

平日10:00～13:00 15:00～17:30 土曜10:00～13:00

有

045-571-0211
045-581-0082
045-228-8321

https://kumakiri-obg.jp/
amano-cl-care.com
yokohamaclinic.com

有
有
有

２４時間体制
平日9:00～13:00 15:00～18:00 土曜9:00～13:00
月・火・水・金・土9:30～12:00 14:00～17:30
月曜～土曜9:15～12:30 ※時間外も状況により対応
可。ご相談下さい。

有
有
有

月・火・水・金9:00～18:30 土9:00～14:30

有

産婦人科医院

あおのウイメンズクリニック
ユイ・レディースクリニック横
浜
熊切産婦人科
天野クリニック
横濱医院

230-0062
230-0078
231-0023

神奈川県横浜市中区太田町６－７９アブソルート
横濱馬車道ビル３Ｆ
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１０番２号
神奈川県横浜市鶴見区岸谷１丁目１７番７号
神奈川県横浜市中区山下町２１１－８－１０１

おとめクリニック

244-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１９

045-943-1103

0

有

医療法人 ヒーリングハート
（ホワイトレディースクリニッ

225-0001

神奈川県横浜市青葉区美しが丘西２－６－２

045-905-1181

https://www.white-lc.com

有

231-0011

有
有
有

有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯

郵便番号

住所

電話番号

やすこレディースクリニック

224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央１７－２６－２
０１

045-948-2567

www.yasuko-clinic.com

有

戸賀崎産婦人科

231-0048

神奈川県横浜市中区蓬莱町２－６－１４

045-251-7284

https://byoinnavi.jp/clinic/22833

有

メディカルパーク二俣川

241-0821

045-459-5008

0

有

045-825-5525

http://www.fukuda-wclinic.com

有

045-363-1037

https://mina-clinic.com/

有

平日10:00～18:30 火曜10:00～19:30 土曜10:00～
13:30
平日(木曜を除く)9:00～17:30 土曜9:00～12:40 木曜
休診日
月・火・水・金・土10:00～13:00 15:00～19:00 木
10:00～13:00
月・火・水・金9:30～12:30 15:00～18:00 木・土9:30
～12:30
月・火・水・木・土9:00～12:30 14:00～17:30
平日8:30～17:00

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無
有
有

246-0025

神奈川県横浜市旭区二俣川２－５０－１４コプレ
二俣川オフィス８０２
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４９－２三宅ビル
７Ｆ
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西４－２－８

236-0037

神奈川県横浜市金沢区六浦東一丁目２１番１号

045-782-2101

http://www.minamikyousai.jp

有

伊豆美レディスクリニック

225-0003

神奈川県横浜市青葉区新石川３－１４－１

045-915-7123

http://www.izumi-ladies.com

有

医療法人産育会
医療法人博仁会
科

246-0021

神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町２９２

045-391-2561

https://www.hori-h.or.jp/

有

220-0041

神奈川県横浜市西区戸部本町２４－１

045-323-1131

http://hamano-clinic.jp

有

かもい女性総合クリニック

224-0053

神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１らら
ぽーと横浜２Ｆ

045-929-3700

https://kamoi-women.com

有

長津田レディースクリニック

226-0027

神奈川県横浜市緑区長津田５－３－７

045-985-1122

https://nagatsuta-lc.com

有

226-0016

神奈川県横浜市緑区霧が丘３－１６－１

045-465-4701

https://kirigaokamama.com/

有

月～金曜9:30～16:30 土曜9:30～14:30

有

230-0076

神奈川県横浜市鶴見区馬場７－１６－１４

045-573-3111

http://oi-wcl.com

有

月～水・金・土9:00～12:00 14:00～17:00

有

レディースクリニック服部

225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－３－２

045-902-0303

https://ladys-clinic-hattori.com/

有

にしいクリニック

245-0008

神奈川県横浜市泉区弥生台２０－２４

045-443-6722

https://nishii-cl.jp

有

聖マリアクリニック本院

244-0801

神奈川県横浜市戸塚区品濃町５０９－３

045-820-6303

stmc-h.com

有

045-440-2800

stmc-y.com

有

045-914-6355

0

有

平日10:00～19:00 土曜10:00～19:00 日曜9:00～12:00

有

045-311-5645
045-881-0037

https://www.kimuraclinic.info/
http://www.ito-iin.com/

有
有

有
有

045-651-6321

http://www.luna-clinic.jp

有

045-508-3611

http://www.akio-memorial.org

有

火・金・土9:00～12:00 14:00～19:30
平日9:00～11:45 14:30～17:15 土曜9:00～11:45
平日10:00～18:30 土曜10:00～17:30 火曜日休診 日
曜診療も隔週であり
月・火・水曜9:30～12:30 産婦人科の診療時間のみ可
能

045-540-8088

http://www.cattleya-lc.jp/

有

平日10:00～17:45 土曜10:00～13:00

有

045-860-0321

stmc-t.com

有

医療法人社団 福順会 福田ウ
イメンズクリニック
みなウィメンズクリニック
国家公務員共済組合連合会 横
浜南共済病院
堀病院
ハマノ産婦人

横浜きりがおかマタニティクリ
ニック
医療法人ＢＩＧＷＥＬＬ おお
いウィメンズクリニック

聖マリアクリニック横浜ステー
ション
医療法人社団マリア会 聖マリ
アクリニックセンター北
木村クリニック
伊東医院
女性医療クリニックＬＵＮＡ横
浜元町（婦人科）
医療法人秋陽記念会 あしほ総
合クリニック

244-0801

220-0011
224-0003
220-0072
244-0002
231-0861
230-0051

カトレアレディースクリニック

223-0057

聖マリアクリニック戸塚

244-0003

医療法人社団 仲町台レディー
スクリニック
一般財団法人神奈川県警友会
けいゆう病院
医）皓慈会 浅川産婦人科

２Ｆ

神奈川県横浜市西区高島２－３－１９高島ビル５
階
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２９－２４ア
ビテノール３Ｃ
神奈川県横浜市西区浅間町５丁目３８０番地の１
神奈川県横浜市戸塚区矢部町１４番地
神奈川県横浜市中区元町１－３２元町１３２ビル
２Ｆ
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１０
神奈川県横浜市港北区新羽町１６８５ Ｕ～ｍｕ
ＮｅｗＷｉｎｇⅢ４０１号
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤ビル３
階

月・水・金9:30～12:00 14:30～17:40 火・木9:30～
12:00 土9:30～13:20
月～土8:00～16:00(日・祝を除く)
月・火・木・金8:30～12:00 15:00～18:00 水曜8:30～
12:30 土曜8:30～12:00
月・火・木・金9:30～12:30 14:30～18:30 土9:30～
14:30
平日(木曜以外)9:30～13:00 15:00～19:00 土曜9:30～
13:00 15:00～18:00

平日9:00～11:30 月・金15:00～17:30 火14:00～16:30
水15:00～16:30 土9:00～11:30
月曜9:00～18:00 水曜9:00～12:30 金曜9:00～12:00
土曜9:00～12:30
平日10:00～13:30 15:30～19:00 土曜10:00～13:30
15:30～19:00
平日10:00～13:30 15:30～19:00 土曜10:00～13:30
15:30～19:00 日曜9:00～12:00

平日10:00～13:30 15:30～19:00 土曜10:00～13:30
15:30～19:00 日曜9:00～12:00
月・火・木・金9:00～17:30 水・土・日9:00～11:30
祝10:00～11:00

有
有
有
有
有
有
有
有
有

有
有
有
有

有
無

有

224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台３－７－２１

045-943-1803

http://www.nakamachidai-lc.com

有

220-8521

神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目７番３号

045-221-8181

http://www.keiyu-hospital.com/

有

平日9:00～17:00 第2・4土曜9:00～11:00

有

230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２２－１５

0120-030-111

https://asakawa.or.jp

有

有

224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮ
Ｋビル２Ｆ

045-914-6560

www.tanaka-akira-clinic.com

有

産婦人科クリニック

221-0802

神奈川県横浜市神奈川区六角橋１丁目３０番４号

045-401-9511

www.haraclinic.cc

有

あおばウィメンズホスピタル

227-0062

神奈川県横浜市青葉区青葉台１－２９－１５

045-981-4103

aobahospital.com

有

平日9～12 16～19 土9～12
月・火・水・金9:00～19:00 木9:00～17:00 土9:00～
13:00 かかりつけの方は処方が必要なら365日24時間
対応
平日9:00～17:00 土曜9:00～12:00 木曜休診
平日9:00～12:00 15:00～18:00 土9:00～12:00 14:00
～17:00 木曜午後は除く

みなとみらいレディースクリ
ニック

220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい４－７－１－２
階Ｄ

045-681-0333

http://www.minatomirai-clinic.jp

0

平日10:00～13:00 15:00～19:00 土曜10:00～13:00

有

田中
原

彰レディスクリニック

有

有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

住所

電話番号

223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西１－６－１１シュロ
ス綱島２Ｆ

045-533-3770

https://tnlc.jp/

有

聖ローザクリニックタワーズ

244-0801

神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－２－３０７

045-828-6034

http://www.strc.jp/

有

綱島クリニック

223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西２－３－２ナイス
アーバンステイツ綱島２Ｆ

045-540-4887

0

有

241-0835

神奈川県横浜市旭区柏町５３－８

045-363-8721

0

有

元町レディースクリニック

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町37番地グローリタワー
横浜元町204･2号室

045-662-0655

http://www.motomachi-lc.jp

有

医療法人社団慶水会
人科

254-0812

神奈川県平塚市松風町１３-３７

0463-27-2322

www.dr-maeda.co.jp

有

今井医院

254-0051

神奈川県平塚市豊原町２３-３

0463-31-1284

0

有

ありさわクリニック

254-0033

神奈川県平塚市老松町２-２８

0463-21-5805

http://www.arisawaclinic.com

有

小清水産婦人科クリニック

254-0902

神奈川県平塚市徳延６８３-１

0463-35-0310

koshimizu-sanfujinka@luck.ocn.ne.jp

有

医療法人社団寿満会
ニック

254-0811

神奈川県平塚市八重咲町２５-５

0463-21-2364

http://nttbj.itp.ne.jp/0463212364

有

川口医院

254-0046

神奈川県平塚市立野町２４-８-１０５

0463-31-0516

kawaguchi-iin.com

有

平日 9:00～12:00 16:30～19:30
水・土 9:00～12:00

有

国家公務員共済組合連合会平塚
共済病院

254-8502

神奈川県平塚市追分９－１１

0463-32-1950

https://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/

有

平日

無

須藤産科婦人科医院

257-0003

神奈川県秦野市南矢名4-12-12

0463-77-7666

https://sudo-lc.com/

有

はだの南レディスクリニック

257-0017

神奈川県秦野市立野台1-2-3

0463-26-6080

http://www.hirai-ladies.jp/

有

おおたレディースクリニック

259-1131

神奈川県伊勢原市伊勢原2-2-12

0463-93-0383

http://ohta-s.com/

有

医療法人ファインバース
たウィメンズクリニック

259-1133

神奈川県伊勢原市東大竹1539-1

0463-98-1103

http://www.ywclin.com/

有

247-8533

神奈川県鎌倉市岡本1370-1

0467-46-1717

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

有

まつむらファミリークリニック

247-0056

神奈川県鎌倉市大船1-23-31

0467-45-3335

ohunafamily@gmail.com

有

医療法人社団守巧会
院

247-0056

神奈川県鎌倉市大船2-17-18

0467-44-1188

https://www.yanaihara.com

有

腰越中央医院

247-0033

神奈川県鎌倉市腰越4-8-29

0467-32-5511

0

有

鎌倉市医師会立産科診療所
ティアラかまくら

248-0006

神奈川県鎌倉市小町1-9-10

0467-61-0311

http://www.tiara-kamakura.or.jp/

有

医療法人社団桜山会
人科

249-0005

神奈川県逗子市桜山1-8-5

046-873-8103

https://maruyama8103.or.jp/

有

249-0005

神奈川県逗子市桜山4-6-3

046-871-4432

0

有

医療法人社団
スクリニック

綱島西レディー

医療法人社団邦生会
ニック

医療法人沖縄徳洲会
総合病院

土田産婦人科内科

簡野クリ

前田産婦

牧野クリ

やは

湘南鎌倉

矢内原医

丸山産婦

浜田ビル3階

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

郵便番号

月・火・木・金10:00～12:30 16:00～22:00 土10:00～
15:00 受付は各30分前から
平日・土曜10:00～13:30 15:30～19:00 日曜9:00～
12:00
10:00～13:00 15:30～18:30
平日9:00～12:00 15:00～18:00 土曜9:00～12:00 木曜
日・祝日・日曜日は休診
月～水・金 9:00～12:30 15:00～18:30
土 9:00～12:30
木・日・祭日休診
平日 月～水 金 9:00～11:45 14:30～16:45
平日 木 9:00～11:45
土 9:00～12:45
月・火 9:00～12:00 14:00～16:00
水 9:00～12:00
木・金 9:00～12:00 14:00～16:00
月・水・金 9:00～11:00 15:00～17:30
火・土・祝日 9:00～11:00
月・火・木・金・土 9:00～12:00 14:00～15:00
月・木・金 9:30～12:00 15:00～17:30
日・火 9:30～12:00
土 9:30～12:00 14:00～15:00

8:30～17:15

平日 9:00～12:00 14:00～17:30
土 9:00～12:00 14:00～16:00
月・水・木 8:00～15:00
土・日 8:00～15:00
火・金休診
受付初診 8:50～11:30 14:50～17:30
再診 8:50～11:45 14:50～17:45
休診 日・祝 木午後 土午後
月・水・金 9:00～12:00 15:00～18:00
火・木 9:00～12:00
土 9:00～13:00
365日24時間
平日 9:00～12:00 15:00～18:00
土 9:00～12:30 14:00～16:00
月・日 9:00～12:30（受付終了12:00）
火～土 9:00～12:30（受付終了12:00） 14:00～
17:00（受付終了16:30）
月・火・水・金 8:30～12:00 14:30～17:00
木・土 8:30～12:00
月・火・木・金（祝日除く）9:00～16:00
水・土（祝日除く）9:00～12:00
ただし、状況に応じて時間外（休診日も含む）の対応
も可
月・火・水・金 9:00～12:00 14:00～16:30
木・土 9:00～12:00
月・火・木・金 10:00～13:00 15:00～18:00
土 10:00～13:00 水・日・祝休診

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

神奈川県小田原市久野４６

0465-34-3175

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hos
pital/

有

250-0874

神奈川県小田原市鴨宮２１９－５

0465-45-1131

http://www.nagai.or.jp/

有

古橋産婦人科

250-0013

神奈川県小田原市南町２－１－４３

0465-22-2716

http://www.furuhashi.com

有

岡宮産婦人科医院

250-0011

神奈川県小田原市栄町３丁目１０番１９号

0465-22-4481

http://www.okamiya.jp/clinic/

有

神奈川県立足柄上病院

258-0003

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866-1

0465-83-0351

http://ashigarakami.kanagawa-pho.jp/

有

南足柄レディースクリニック

250-0105

神奈川県南足柄市関本565-5 ｳﾞｪﾙﾐⅠ

0465-72-5756

http://minamiashigara-ladies.jimdo.com/

有

社会医療法人ジャパンメディカ
ルアライアンス 海老名総合病

243-0433

神奈川県海老名市河原口１３２０

046-233-1311

http://ebina.jinai.jp/

有

古屋産婦人科医院

243-0813

神奈川県厚木市妻田東２－３－３

046-224-8803

http://furuyaclinic.com/

有

厚木産婦人科

243-0018

神奈川県厚木市中町３－９－３

046-221-5166

http://atsugi-ladies.jp/

有

代田産婦人科

252-0011

神奈川県座間市相武台一丁目２０番２１号

046-253-3511

https://www.shirotaclinic.com/

有

さがみ野レディスクリニック

243-0401

神奈川県海老名市東柏ヶ谷３－３－１９メゾンエ
スト弐番館 ２階

046-234-3214

http://sagamino-lady.webmedipr.jp/

有

愛和レディースクリニック

243-0432

神奈川県海老名市中央２－８－８
Ａ

046-210-7511

http://aiwa-ladies.net/

有

並木産婦人科クリニック

243-0815

神奈川県厚木市妻田西２－１７－１２

046-223-1103

http://www.syuneikai.com/namiki/index2.
html

有

並木産婦人科本厚木駅前クリ
ニック

243-0018

神奈川県厚木市中町３丁目１番２号
階

046-224-1108

http://www.syuneikai.com/ekimae/

有

第２海老名レディースクリニッ
ク

243-0432

神奈川県海老名市中央三丁目３番１号
ニックモール・ビル４階

046-292-1107

http://www.syuneikai.com/ebina/ebina2/i
ndex.html

有

ますだ産婦人科

243-0402

神奈川県海老名市柏ヶ谷１１４１

046-231-1534

http://www.mobgy.com/

有

塩塚クリニック

243-0014

神奈川県厚木市旭町１－２７－５ＭＳビル４階

046-228-4628

https://shiotsuka.jp/clinic/

有

愛甲クリニック

243-0035

046-250-9162

https://itp.ne.jp/info/1480110012000008
99/

有

あつぎライフケアクリニック

243-0004

046-295-0925

https://www.alcc.jp/

有

レディースクリニックしげみつ

243-0436

神奈川県海老名市扇町３番６号ＭＡＣセントラル
ビル２階

046-232-8711

https://lc-ebina.com/

有

林間クリニック

242-0007

神奈川県大和市中央林間５－１－３

046-278-6668

http://-houjukai.com/

有

大和レディース・クリニック

242-0021

神奈川県大和市中央２－１３－２７－１０１

046-260-1151

http://www.y1c.gr.jp

有

会沢産婦人科医院

242-0007

神奈川県大和市中央林間９－７－２２

046-275-6161

http://www.aizawa-lc.jp

有

施設名

郵便番号

住所

小田原市立病院

250-8558

医療法人社団三暉会永井病院

204

池田ビル２階

ＹＤビル２
駅前クリ

神奈川県厚木市愛甲一丁目８番８号 富安ビル１
階
神奈川県厚木市水引２－７－３８ コスモビル３
０５

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯
終日

ただし必ず事前に電話連絡をお願いします。

平日 9:00～17:00
土曜 9:00～12:00
平日 9:00～12:00 15:00～18:00
水・日・祝休診
平日 9:00～11:30 15:00～18:00
土 9:00～11:30
水・日・祝休診
第２・４月曜日、火曜日、水曜日の8:30～11:00
（休日・;祝日である場合を除く）
月・火・木・金・土・日（9:00～12:00）日曜は不定休
です。
月・火・金・土（15:00～18:00）
24時間
火・木・金 9:00～12:00 14:00～16:00
水・土 9:00～12:00
平日（水曜除く） 9:00～12:00 14:00～17:00
水 9:00～12:00
土 9:00～12:00 14:00～17:00
原則平日、時間外、夜間、休日も対応しております。
ただし、分娩手術等で対応できない場合もありますの
で、お電話の上、ご来院ください。
月・火・木・金 10:00～13:30 17:00～20:00
土 10:00～14:00 水・日・祝休診
月・火・水・金 9:30～12:30 15:00～18:30
土 9:30～12:30 15:00～16:30
（第１・第３土曜は午後休診）
平日（月・火・水・金） 9:00～12:00 14:00～17:00
平日（木） 9:00～12:00 14:00～17:00
土 9:00～12:00 14:00～17:00
月・火・水・金・土 9:00～12:00（受付時間9:00～
11;45）
14:00～18:00（受付時間14:00～17;45）
月・水・金・土 9:00～12:30 14:00～17:45
火 9:00～12:30 14:30～17:45
年末年始、祝日は休診
平日 9:30～18:00 金・土 9:30～12:00
平日 8:40～12:40 15:00～17:00
土曜 8:40～12:40 14:00～17:00
平日 8:30～12:00 15:30～19:00
土 8:30～13:00 木・日・祝は休診
平日 9:00～16:00（月・火・木・金）
土曜 9:00～12:00
平日 9:00～12:00 15:00～18:30
土曜 9:00～13:00
（毎週水曜、第2・4・5土曜日、祝日、お盆、年末年始
は休診）
平日 8:30～17:30
土曜 8:30～17:00
平日 9:00～19:00
土曜 9:00～18:00
平日 9:00～18:30
土曜 9:00～12:00

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

郵便番号

住所

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯

愛育レディースクリニック

242-0006

神奈川県大和市南林間２－１３－３

046-277-3316

http://www.aiikucl.jp

有

平日 9:00～16:30
土 9:00～16:00
予約対応になります。

本多産婦人科・内科医院

242-0023

神奈川県大和市渋谷５－３９－２

046-267-7222

http://www.yamatoshoutenkai.com/kozashibuya_nishiguchi/h
ondasanfujinka/

有

月・水・金 9:00～12:00
火・土 9:00～12:00

医療法人社団もみの木もみの木
医院

242-0016

神奈川県大和市大和南２－６－５

046-261-0214

http://www.mominokiclinic.com

有

芝レディースクリニック

242-0023

046-268-5050

http://shiba-ladies.com

有

愛育病院
医療法人社団柏綾会綾瀬厚生病
院
医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲
会病院

242-0006

神奈川県大和市渋谷８－１－１０シブヤスクエア
エル２F
神奈川県大和市南林間２－１４－１３

046-274-0077

http://www.aiiku-hos.or.jp

有

252-1103

神奈川県綾瀬市深谷中１－４－１６

0467-77-5111

http://www.fureai-g.or.jp/ayase-hp/

有

251-0041

神奈川県藤沢市辻堂神台一丁目５番１号

0466-35-1177

https://fujisawatokushukai.jp/

有

宮川医院

251-0028

神奈川県藤沢市本鵠沼二丁目９番２５号

0466-22-5915

http://www.miyakawaiin.com/

有

湘南レディースクリニック

251-0023

0466-55-5066

http://www.shonanlc.com/

有

湘南レディースクリニック辻堂C
－X

251-0041

0466-31-1520

http://cx.shonanlc.com/

有

メディカルパーク湘南

252-0804

神奈川県藤沢市湘南台一丁目２４番地７

0466-41-0331

https://medicalparkshonan.com/access.php

有

産婦人科吉田クリニック

251-0861

神奈川県藤沢市大庭５０６１番地４

0466-88-1103

https://www.yoshida-clinic.gr.jp/

有

せき藤沢レディースクリニック

251-0055

神奈川県藤沢市南藤沢20番20号柏屋ビル３階

0466-23-8858

http://www.seki-ladies.com/

有

辻堂レディースクリニック

251-0047

0466-21-9057

http://tsujidolc.byoinnavi.jp/pc/

有

桜林産婦人科医院

251-0052

0466-22-2222

http://www.sakurabayashi.jp/

有

とやま産婦人科医院

251-0055

0466-22-1103

0

有

リーヴァレディースクリニック

251-0041

0466-54-8827

http://www.rivalcl.com/

有

湘南鵠沼産婦人科
一般財団法人同友会
ディカル健診プラザ

251-0031

神奈川県藤沢市辻堂神台一丁目３番３９号 オザ
ワビル４階４０２号室
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷一丁目７番１０号

0466-55-0070

http://kugenumaclinic.jp/

有

252-0807

神奈川県藤沢市下土棚４６７番地１０

0466-44-2000

http://kenshinplaza.jp/

有

藤沢女性のクリニックもんま

251-0052

神奈川県藤沢市藤沢５３０番地１０
ビル４階

0466-55-4976

https://momma.clinic/

有

医療法人社団芳晴会
ディースクリニック

252-0816

神奈川県藤沢市遠藤２９５７番地１

0466-89-0055

http://www.aiji-ladies-clinic.com/

有

瀬戸山産婦人科

252-0804

神奈川県藤沢市湘南台七丁目５２番地１１

0466-43-3335

https://setoyamaclinic.com/

有

黒川産科婦人科医院

251-0871

神奈川県藤沢市善行二丁目１番地１０

0466-81-0500

0

有

225-0003

横浜市青葉区新石川2-9-3

045-911-9936

http://www.cl-sacra.com

有

227-8501

横浜市青葉区藤が丘1-30

045-971-1151

www.showa-u.ac.jp/SUHF

有

潤レディースクリニック

225-0011

横浜市青葉区あざみ野1-7-1・3F

045-909-6100

http://www.jun-cl.jp

有

レディースクリニック市ヶ尾

225-0024

横浜市青葉区市ヶ尾町1154

045-979-1797

http://www.ichigao.jp

有

ライフメ

愛児レ

医療法人産婦人科クリニックさ
くら
昭和大学藤が丘病院

神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１番１２号 第五相澤
ビル６階
神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目２番１号 アイク
ロス湘南４階

神奈川県藤沢市辻堂二丁目７番１号 湘南パール
ビル５Ｆ
神奈川県藤沢市藤沢１０１番地１ アルスクリオ
藤沢１０１
神奈川県藤沢市南藤沢１８番３号

Ｆ．Ｓ．Ｃ

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無
有

15:00～18:00

平日 9:00～12:00 15:00～19:00
土曜 9:00～12:00
月火水金 9:30～13:00 15:00～18:30
土 9:30～13:00
24時間365日
平日 9:00～12:00
土 9:00～12:00
２４時間対応
9:00～12:00/14:00～17:00
木曜、土曜午後、日曜、祝日休診
月・火・水・木・金・土 9:30～12:30
月・火・金 15:00～19:00 水・木 15:00～17:00
月・火・水・金・土 9:30～12:30
月・火・水・金 15:00～18:30
月・火・水・木・金・土・日・祝 9:00～12:00
月・火・水・木・金・土 14:00～18:00 祝 14:00～
16:00
月・火・水・木・金・土・日 9:00～11:30
月・火・水・金・土 15:00～19:00
木・日 15:00～18:00
月・火・水・金・土 9:00～12:00
月・火・水・金 15:00～18:00
月・火・木・金・土 9:30～13:00
月・木 15:00～18:30
月・火・水・金・土 9:00～12:00
月・火・水・金 14:00～17:00
月・火・水・木・金 9:00～11:45 15:00～17:45
土 9:00～11:45 15:00～17:45
火・水・木・金 11:00～14:00 16:00～19:00
土 9:00～12:00
月・火・木・金・土 9:00～18:00
月・火・水・木・金 9:00～12:00 13:30～17:00
第１・３・５週 土 9:00～12:00
月・火・水・木・金 9:00～12:30 14:00～17:30
第１・３土 9:00～13:00 第４日 9:00～13:00
月・火・水・木・金・土 9:00～11:30
月・水・金・土 14:00～16:00
平日 9:00～12:00/15:00～18:00
木・土 9:00～12:00 日・祝 休診
平日 9:00～12:00/15:00～17:00
土 15:00～17:00 木・日・祝 休診
月・水・金10:00～18:30
火・木10:00～17:30 土10:00～13:00
平日8:30～14:00 土曜8:30～11:00
平日10:00～12:30 15:00～19:00
土曜10:00～12:30 15:00～18:00
月・火・水・金10:00～13:00 15:00～19:00 土10:00～
13:00

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
無、院外処方で対応
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

郵便番号

住所

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯
平日9:00～11:30 月・金15:00～17:30
火14:00～16:30 水15:00～16:30
土9:00～11:30
平日9:00～17:00
平日9:00～17:30 土曜9:00～12:30
水曜休診

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

レディースクリニック服部

225-0002

横浜市青葉区美しが丘5丁目-3-2

045-902-0303

http://ladys-clinic-hattori.com/

有

ワキタ産婦人科

227-0043

横浜市青葉区藤が丘2-6-1

045-973-0556

www.wakita-sanfujinka.com

有

多和田レディースクリニック

245-0013

横浜市泉区中田東3-16-6

045-800-0222

www.tawada-ladies-clinic.jp

有

大石レディースクリニック

221-0865

横浜市神奈川区片倉2-1-21
大石医療ビル1F

045-481-1101

www.oishi-clinic.jp

有

医療法人社団医積会 コシ産婦人
科医院

221-0065

横浜市神奈川区白楽71-8

045-432-2525

www.koshi-sanfujinka.com

有

原産婦人科クリニック

221-0802

横浜市神奈川区六角橋1-30-4

045-401-9511

www.haraclinic.cc

有

岡本産婦人科医院

236-0053

横浜市金沢区能見台通15-3

045-784-1703

https://www.okamoto-sanfujin.jp/

有

苅部医院

234-0052

横浜市港南区笹下2-7-12

045-843-7606

https://www.karube-clinic.jp/

有

笹尾医院

234-0054

横浜市港南区港南台2-7-35

045-831-1811

http://www.sasao-iin.com

有

233-0013

横浜市港南区丸山台2-34-7

045-843-1121

http://www.tojowomens.com/

有

233-0001

横浜市港南区上大岡東1-12-12-1F

045-846-8101

http://www.tojowomens-kamioooka.com/

有

アモルクリニック

222-0033

横浜市港北区新横浜3-20-3-701

045-475-1000

http://www.amor-clinic.jp

有

大倉山レディースクリニック

222-0037

横浜市港北区大倉山3-4-31
ヒルズ・カモ1F

045-545-5251

http://www.okurayama-ladies.or.jp

有

安達産婦人科医院

246-0031

横浜市瀬谷区瀬谷4-24-4

045-301-0539

医療法人 産育会 堀病院

246-0021

045-391-2561

http://www.hori-h.or.jp/

有

なおこレディースクリニック

224-0032

045-945-0051

http://naoko-lc.com/

有

平日10:00～19:00 土曜10:00～19:00

ひまわりレディースクリニック

224-0032

045-949-2212

http://himawari-clinic.net/

有

やすこレディースクリニック

224-0032

横浜市瀬谷区二ツ橋292
横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1
サウスウッド3F
横浜市都筑区茅ヶ崎中央50-17
CMポート8F
横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26
ビクトリアセンター南201

平日9:00～12:00 15:00～17:00
土曜8:00～14:00 15:00～17:00
平日9:00～17:00 土曜9:00～12:00
木曜休診
月火9:00～12:15 木金土9:00～12:15
火17:00～18:15
平日9:00～12:00 14:30～18:00
土曜9:00～13:00(受付は各5分前まで)
平日(木は除く)9:00～12:20 15:00～
18:20 土曜9:00～12:20
平日9:00～12:00 15:00～18:00
土曜9:00～12:00 日曜10:00～12:00
平日9:00～12:00 15:00～18:00
土曜9:00～12:00
月・火・木・金9:00～18:00
水・土9:30～12:00
月・水・金9:00～12:00 15:30～19:30
火・木・土9:00～12:00
月・水・金9:00～12:00 15:00～18:00
火・土9:00～12:00 木・日・祝休診
平日・土曜8:00～16:00

045-948-2567

www.yasuko-clinic.com

有

天野クリニック

230-0078

横浜市鶴見区岸谷1-17-7

045-581-0082

www.amano-cl-care.com/

有

矢向レディースクリニック

230-0001

横浜市鶴見区矢向5-9-23-3F

045-633-4189

http://yako-lc.com/

有

医療法人 小川クリニック

244-0813

横浜市戸塚区舞岡町29

045-822-6650

https://ogawaclinic.com

有

医療法人社団 福順会 福田ｳｲﾒﾝ
ｽﾞｸﾘﾆｯｸ

244-0801

045-825-5525

http://www.fukuda-wclinic.com/

有

医療法人祐清会 雨宮クリニック

231-0015

045-228-1535

http://amemiya-cl.com/

有

ふれあい横浜ホスピタル

231-0031

045-681-5101

http://www.fureai-g.or.jp/fyh/

有

福田俊子レディスクリニック

231-0005

045-224-8030

www.fukudatoshiko-lady.com

有

メディカルパーク横浜

231-0062

045-232-4741

http://medicalpark-yokohama.com/

有

月・火・水・金・土・祝9:00～13:00 15:00～19：00

有

横浜市立みなと赤十字病院

231-8682

横浜市中区本町1-3綜通横浜ビル
2F
横浜市中区桜木町1-1-8日石横浜
ビル4F
横浜市中区新山下3-12-1

045-628-6100

http://www.yokohama.jrc.or.jp/

有

有

石井産婦人科医院

220-0061

横浜市西区久保町19-29

045-241-3221

木村クリニック

220-0072

横浜市西区浅間町5-380-1

045-311-5645

https://www.kimuraclinic.info/

有

けいゆう病院

220-8521

横浜市西区みなとみらい3-7-3

045-221-8181

http://www.keiyu-hospital.com

有

平日9:00～17:00
平日9:00～17:00 土曜9:00～12:00
木・日・祭日休診
火・金・土 9:00～12:00 14:00～19:30
平日9:00～17:00
第2・4土曜9:00～11:00

医療法人社団 東條ウイメンズホ
スピタル
東條ウイメンズクリニック上大
岡

横浜市戸塚区品濃町549-2
三宅ビル・7F
横浜市中区尾上町5-76
明治屋尾上町ビル5F
横浜市中区万代町2-3-3

有

有

平日9:00～19:00 土曜9:00～14:00

火・水・金9:00～13:00 14:00～18:30
木・土9:30～13:00
平日(木休診)10:00～18:30 火曜～19:30
土曜10:00～13:30
平日9:00～13:00 15:00～18:00
土曜9:00～13:00
平日10:00～13:00 15:00～18:30
土曜10:00～13:00
平日9:00～12:00 15:00～18:00
土曜9:00～12:00
平日9:30～12：30 15:00～18:00
木・土9:30～12:30 日・祝祭日休診
平日9:30～12：30 15:00～18:00
土曜9:30～12:30 木休診
平日8:30～11:00 13:00～14:00
土曜8:30～11:00(新患の受付時間)
平日9:00～12:30 15:00～18:30
土曜9:00～12:30 木曜休診

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

郵便番号

住所

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

聖マリアクリニック横浜ステー
ション

220-0011

横浜市西区高島2-3-19高島ﾋﾞﾙ5F

045-440-2800

www.stmc-y.com/

有

中野レディースクリニック

220-0004

横浜市西区北幸2-4-10大明ﾋﾞﾙ2F

045-534-8904

http://www.nakanoladies.com

有

磯産婦人科医院

240-0065

横浜市保土ヶ谷区和田1-19-3

045-331-1111

http://www.isosanfujinka.com/

有

診療所スカイ

240-0067

045-348-2306

http://www.clinic-sky.com/

有

天王町レディースクリニック

240-0003

045-442-6137

http://tennocho-lc.com/

有

吉田クリニック

240-0006

長津田レディースクリニック

226-0027

飯田医院

232-0062

ウイメンズクリニック井土ヶ谷

232-0052

横浜市保土ヶ谷区常盤台84-2
横浜市保土ヶ谷区天王町2-36-8
シレーナS・2F
横浜市保土ヶ谷区星川1-15-20
横浜市緑区長津田5-3-7
ソルタス長津田2F
横浜市南区中里町267
横浜市南区井土ヶ谷中町161-6
グランデール井土ヶ谷205

入江医院

210-0006

川崎協同病院

045-341-2231
045-985-1122

有
https://nagatsuta-lc.com/

有

045-712-4610

有

045-714-2203

有

川崎市川崎区砂子2-6-2三恵ﾋﾞﾙ3F

044-222-2026

有

210-0833

川崎市川崎区桜本2-1-5

044-299-4781

有

こんどうレディース診療所

212-0014

川崎市幸区大宮町2-8
イクス川崎ザ・タワー1F

044-556-3070

http://www.kondo-ladies.jp/

有

新城女性のクリニック

211-0045

川崎市中原区上新城2-11-29-4F

044-872-8120

https://www.shinjo-josei.com

有

武蔵小杉レディースクリニック

211-0004

川崎市中原区新丸子東3-1302
ららテラス武蔵小杉4F・452

044-982-9203

元住吉レディースクリニック

211-0025

川崎市中原区木月1-30-17

044-411-4013

レディースクリニック溝の口

213-0011

川崎市高津区久本3-3-3
ザ344ビル203

044-811-1014

渡部産婦人科医院

213-0026

川崎市高津区久末1933

044-766-5632

大野医院

216-0035

川崎市宮前区馬絹3-8-34

044-866-6259

鷺沼産婦人科医院

216-0004

川崎市宮前区鷺沼3-5-17

044-853-1103

http://www.1103-jp.com/

有

216-0033

川崎市宮前区宮崎5-14-2

044-870-4152

http://park14.wakwak.com/~inoue-clinic/

有

215-0021

川崎市麻生区上麻生1-3-4
WAKAﾋﾞﾙ6F

044-951-0090

http://www.ootuka.info

有

光永医院

215-0011

川崎市麻生区百合丘1-2-2

044-966-2349

医療法人 今井ウイメンズクリ
ニック

238-0311

横須賀市太田和1-1-8-2F

046-855-0714

http://www.myclinic.ne.jp/imaiwomens/p
c/

有

後藤産婦人科医院

238-0017

横須賀市上町3-12

046-823-2030

http://www.gotosanfujinka.jp

有

横須賀共済病院

238-8558

横須賀市米が浜通1-16

046-822-2710

https://www.ykh.gr.jp/

有

医療法人ぴゅあ いのうえクリ
ニック
新ゆり大塚レディースクリニッ
ク

有
http://www.motosumi-ladies.com
https://www.ladies-clinicmizonokuchi.com
http://www.watanabe-sanfujinkaclinic.com

有
有
有
有

有

飯田レディースクリニック

252-0303

相模原市南区相模大野5-24-19

042-742-5062

http://www.clinic-iida.com/

有

央優会産婦人科内科

252-0311

相模原市南区東林間4-9-1

042-748-7651

http://www.ouyukai.com/

有

サイトレディースクリニック

252-0304

相模原市南区旭町21-1

042-742-2822

http://www.saito-lc.com

有

にしさこレディスクリニック

252-0103

相模原市緑区原宿南2-39-7

042-782-4135

http://www.nishisako-cl.jp/maternity/

有

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯
平日・土曜10:00～13:30 15:30～19:00
(火曜18:00まで) 日曜9:00～12:00
平日10:00～13:00 15:00～18:00
土曜10:00～13:00
平日9:00～15:30 土曜9:00～14:30
木・日・祭日休診
平日9:00～18:00 土曜9:00～12:00
月・火・木・金9:00～13:30 15:00～18:30
13:30 15:00～17:00
平日9:00～18:00 土曜9:00～14:00
月・水・金9:30～13:00 15:00～19:00
土9:30～13:00 15:00～18:00
平日9:00～18:00 土曜9:00～12:00
平日9:00～12:00 15:00～18:00
(木休診) 土曜9:00～2:00(受付各30分前)
平日9:00～12:50 15:00～18:50
火曜15:00～18:50 土曜9:00～13:20
日・祭日休診
月～金9:00～12:00
月・水・木・金14:00～16:00
来院前に婦人科外来へ要電話連絡
月・水・木9:00～12:00
火・金9:00～12:00 15:00～17:30
土8:30～10:30
月・火・水・金9:30～12:45 15:00～18:15
13:15
平日9:30～12:30 14:00～17:00
土曜9:30～13:00(第2、4のみ)
月・火・水・金9:00～12:30 15:30～18:30
12:30
月・火・木・金9:00～12:30 15:00～18:00
12:30
平日9:00～18:00(木曜除く)
土曜9:00～12:00
月・土9:00～12:00 14:00～16:00
火・木9:00～12:00 18:00～20:00
金・9:00～12:00
平日9:00～11:30 14:00～16:30
土曜9:00～11:30 14:00～16:30
月～土9:00～12:30(木は10:00～12:30)
月水金15:00～17:00
平日・土10:00～13:00 15:00～18:00
但し木・土の午後は休診
月・火・木・金9:00～11:30 15:00～17:30
11:30
月・水・金9:00～12:30 14:30～18:00
火14:00～18:00 土9:00～12:30
平日8:30～11:30 15:00～18:00
土曜8:30～11:30
24時間対応可
月・火・水・金9:00～12:00 15:00～18:30
18:30 土9:00～12:00
平日9:30～12:00 14:30～18:00
木・土9:00～12:00
月・火・水・金9:00～12:00 14:00～18:00
木・土9:00～12:00 日・祭日休診
月～土8:45～12:30(日・祝・祭除く)

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無
有
有
有
有

土9:30～

有
有
有
有
有
有
有
有

土9:30～

有
有

土9:30～
水9:00～

有
有
有
有
有
有
有

土9:00～

有
有
有
有

木15:00～

有
有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

郵便番号

住所

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

長谷川レディースクリニック

252-0143

相模原市緑区橋本2-3-6吉美ﾋﾞﾙ3F

042-700-5680

https://hasegawaladies-cl.jp/

有

川口医院

254-0046

平塚市立野町24-8-105

0463-31-0516

http://www.kawaguchi-iin.com/

有

前田産婦人科

254-0812

平塚市松風町13-37

0463-27-2322

http://www.dr-maeda.co.jp

有

鎌倉ヒロ病院

248-0013

鎌倉市材木座1-7-22

0467-24-7171

http://www.kamakurahilo.jp/

有

鎌倉医師会立産科診療所 ティア
ラかまくら

248-0006

鎌倉市小町1-9-10

0467-61-0311

http://www.tiara-kamakura.or.jp

有

矢内原医院

247-0056

鎌倉市大船2-17-18

0467-44-1188

http://www.yanaihara.com

有

土田産婦人科内科

249-0005

逗子市桜山4-6-3

046-871-4432

有

医)桜林産婦人科医院

251-0052

藤沢市藤沢101-1ｱﾙｽｸﾘｵ藤沢101

0466-22-2222

有

産婦人科吉田クリニック

251-0861

藤沢市大庭5061-4

0466-88-1103

https://www.yoshida-clinic.gr.jp

有

湘南レディースクリニック

251-0023

藤沢市鵠沼花沢町1-12
第5相澤ビル 5・6F

0466-55-5066

http://www.shonanlc.com

有

湘南レディースクリニック 辻堂
C-X

251-0041

藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス
湘南4F

0466-31-1520

http://cx.shonanlc.com/

有

瀬戸山産婦人科

252-0804

藤沢市湘南台7-52-11

0466-43-3335

http://www.setoyamaclinic.com

有

辻堂レディースクリニック

251-0047

藤沢市辻堂2-7-1湘南パールビル5F

0466-21-9057

http://tsujidolc.byoinnavi.jp

有

とやま産婦人科医院

251-0055

藤沢市南藤沢18-3

0466-22-1103

メディカルパーク湘南

252-0804

藤沢市湘南台1-24-7

0466-41-0331

http://medicalpark-shonan.com

有

医療法人社団三暉会 永井病院
医療法人 下田産婦人科医院

250-0874
253-0052

小田原市鴨宮219-5
茅ヶ崎市幸町19-8

0465-45-1131
0467-82-6781

http://www.nagai.jp/
http://www.shimoda-sanfujinka.com/

有
有

木島医院

253-0005

高座郡寒川町一之宮1-24-39

0467-75-0005

有

おおたレディースクリニック

259-1131

伊勢原市伊勢原2-2-12

0463-93-0383

有

医療法人ﾌｧｲﾝﾊﾞｰｽ やはたｳｲﾒﾝｽﾞ
ｸﾘﾆｯｸ

259-1133

伊勢原市東大竹1539-1

0463-98-1103

愛甲クリニック

243-0035

厚木市愛甲1-8-8

046-250-9162

厚木産婦人科

243-0018

厚木市中町3-9-3

046-221-5166

http://www.atsugi-ladies.jp

有

塩塚クリニック

243-0014

厚木市旭町1-27-5 MSビル4F

046-228-4628

http://shiotsuka.jp/clinic

有

並木産婦人科クリニック

243-0815

厚木市妻田西2-17-12

046-223-1103

http://www.syuneikai.com/namiki/

有

有

http://www.ywclin.com

有
有

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯
平日9:00～12:30(受付時間8:40～11:30)
15:00～19:00( 〃 14:50～17:30)
土曜9:00～12:30(
〃 8:40～11:30)
木・日・祝祭日休診
平日9:00～12:00 16:30～19:30
水・土9:00～12:00
平日9:00～17:00(木曜9:00～12:00)
土曜9:00～12:00
月・木9:00～12:00 13:30～16:00
火・金・土9:00～12:00 (土曜日は第1、3、5のみ開院)
月・火・木・金(祝日除く)9:00～16:00
水・土(祝日除く)9:00～11:00 但し状況
により時間外(休診日含む)の対応も可
月・日9:00～12:30(受付終了12:00)
火～土9:00～12:30(受付終了12:00)
14:00～17:00(受付終了16:30)
月・火・木・金10:00～13:00 15:00～18:00 土10:00～
13:00 水・日休診
平日9:00～12:00 14:00～17:00
土曜9:00～12:00
月・火・水・金・土9:00～11:30 15:00～19:00 木日
9:00～11:30 15:00～18:00
月・火・金9:30～12:30 15:00～19:00
水・木9:30～12:30 15:00～17:00
土9:30～12:30
月・火・水・金9:30～12:30 15:00～18:30 土9:30～
12:30
平日8:30～12:00 14:30～18:00
木・土8:30～12:00
月・木9:30～13:00 15:00～18:30
火・金・土9:30～13:00
木・日・祝日休診
受付時間8:45～11:45 14:45～17:45
平日・土曜9:00～12:00 14:00～18:00
日曜9:00～12:00
祝日9:00～12:00 14:00～16:00
平日9:00～17:00 土曜9:00～12:00
平日8:30～18:00
平日9:00～12:00 16:00～18:00
土曜9:00～12:00 14:00～16:00
水曜午後休診、木・日・祝日休診
月・火・水・金9:00～12:00 15:00～18:00 木・土9:00
～12:00
月・水・金9:00～12:00 15:00～18:00
火・木9:00～12:00 土9:00～13:00
平日8:30～12:30 15:30～19:30
土曜8:30～13:00 祝日8:30～11:30
木曜・日曜休診
平日(水曜除く)9:00～12:00 14:00～17:00
水曜9:00～12:00
土曜9:00～12:00 14:00～17:00
平日8:40～17:00 土曜8:40～17:00
月・火・水・金9:00～12:00 14:00～17:00 木9:00～
12:00
土9:00～12:00 14:00～17:00

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等一覧
基本情報

施設名

電話番号

ウェブサイトURL

産科、婦人科又は
産婦人科の標榜の有無

郵便番号

住所

並木産婦人科本厚木駅前クリ
ニック

243-0018

厚木市中町3-1-2 YDビル2F

046-224-1108

www.syuneikai.com/ekimae/sp/

有

田中クリニック

243-0212

厚木市及川572

046-242-3511

http://www.life-page.co.jp/tanaka-clinic/

有

代田産婦人科

252-0011

座間市相武台1-20-21

046-253-3511

www.shirotaclinic.com

有

さがみ野レディスクリニック

243-0401

海老名市東柏ケ谷3-3-19
メゾンエスト弐番館2F

046-234-3214

http://sagamino-lady.webmedipr.jp/

有

レディースクリニックしげみつ

243-0436

海老名市扇町3-6 MACｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F

046-232-8711

http://lc-ebina.com

有

南足柄レディースクリニック

250-0105

南足柄市関本565-5 ヴェルミ1 204

0465-72-5756

https://minamiashigara-ladies.jimdo.com/

有

愛育レディースクリニック

242-0006

大和市南林間2-13-3

046-277-3316

http://www.aiikucl.jp

有

芝レディースクリニック

242-0023

大和市渋谷8-1-10

046-268-5050

http://www.shiba-ladies.com

有

林間クリニック

242-0007

大和市中央林間5-1-3

046-278-6668

http://i-houjukai.com

有

大和レディースクリニック

242-0021

大和市中央2-13-27 ｸﾞﾚｲｽ大和101

046-260-1151

http://www.ylc.gr.jp/cgi-bin/index.cgi

有

医療機関における緊急避妊にかかる
対面診療への対応可能時間帯
月・火・水・金・土
9:00～12:00(受付時間9:00～11:45)
14:00～18:00(受付時間14:00～17:45)
平日9:00～12:00 15:00～18:30
土曜9:00～12:00 14:00～16:00
木・日・祝日休診
休日・夜間も対応(常時対応)但し
休日・夜間は分娩、手術中は対応できない場合有
月・火・木・金10:00～13:30 17:00～20:00 土10:00～
14:00 水・日・祝日休診
月・火・木・金9:00～12:30 15:00～18:30 第1、3土曜
日9:00～13:00(最終受付30前) 休診日・水、第2、4、5
土曜、祝日、その他年末年始
月・火・金・土9:00～12:00 15:00～18:00 木9:00～
12:00
日9:00～12:00(不定期)
平日9:00～16:30 土曜9:00～16:00
月・火・水・金9:30～13:00 15:00～18:30 土9:30～
13:00
平日8:30～12:00 14:30～18:00(木・午前のみ) 土曜
8:30～12:00 14:30～17:00
平日9:00～19:00 土曜9:00～18:00

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無
有
有
有
有
有
有
原則予約対応
有
有
有

