
令和２年度　胃がんハイリスク検査（ＡＢＣ判定）　協力医療機関
　※必ず事前に連絡して確認してください

医療機関名 住所 電話番号 備考

広瀬病院 緑区久保沢２－３－１６　 042-782-3021

城山内科呼吸器科クリニック 緑区原宿４－２－７０　 042-783-0552

小田内科クリニック 緑区原宿南１－９－１　 042-851-2391

矢吹整形外科 緑区原宿南２－４８－１８　 042-782-4554

佐野川クリニック 緑区佐野川３４４０－５　 042-687-5471

相模原市国民健康保険内郷診療所 緑区若柳１２０７　 042-685-0017

相模原市立藤野診療所 緑区小渕１６５６－１　 042-687-2229

相模原市国民健康保険青根診療所 緑区青根１８３７－１　 042-787-2834

相模原市立青野原診療所 緑区青野原２０１５－２　 042-787-0004

城山すずきクリニック 緑区川尻１４２４－１　 042-783-8377

相模原赤十字病院 緑区中野２５６　 042-784-1101

梶原医院 緑区与瀬１０９１　 042-685-0611

矢田内科小児科医院 緑区橋本２－３－６　吉美ビル２Ｆ 042-772-1310

長谷川レディースクリニック 緑区橋本２－３－６　吉美ビル３F 042-700-5680 特定健診と同時受診のみ

相模原協同病院 緑区橋本２－８－１８　 042-772-4291

岡部クリニック 緑区橋本３－１５－４　 042-771-3387 特定検診と同時受診・かかりつけのみ

中川胃腸内科クリニック 緑区橋本４－１８－１３　ヴィラベルヴュー１Ｆ 042-775-6610 特定健診と同時受診のみ

西脇医院 緑区橋本４－５－１２　 042-771-5255

橋本医院 緑区橋本５－１３－２　 042-774-4686

ＪＡ健康管理センターさがみはら 緑区橋本６－１－１４　ＴＨＥ　ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　ＴＯＷＥＲ 042-772-3296 特定健診と同時受診のみ

りつの内視鏡クリニック 緑区橋本６－１２－７　 042-703-8088

はまくぼクリニック 緑区橋本６－２０－１　リビオ橋本タワーブロードビーンズ1階-Ｂ 042-770-1811

鈴木内科･循環器科 緑区橋本６－２－２　Ｂ’ｓタワー橋本ステーションフロントＥ３Ｆ 042-771-2201 特定健診と同時受診のみ

晃友上九沢クリニック 緑区上九沢４　市営上九沢団地 042-764-2400

千島クリニック 緑区西橋本４－８－４１　 042-775-2770

内科クリニックこばやし 緑区西橋本５－１－１ラ・フロール　橋本３階相模原メディカルサイト内 042-770-7371

みずじゅんクリニック 緑区大山町１－２２　アリオ橋本１Ｆ 042-812-5949

晃友内科整形外科 緑区大島１５８５－５　 042-760-6200

りつの医院 緑区東橋本２－１９－９　 042-773-3322

あさひクリニック 緑区東橋本３－１－１６　 042-707-9555

浮田医院 緑区二本松１－６－２　 042-772-7371

西村クリニック 中央区すすきの町３６－１７　 042-753-3555

めぐみクリニック 中央区下九沢９４５－１　 042-703-4235

相模原ステーションクリニック 中央区相模原１－１－１９　相模原it's 203 042-758-8881

大場内科クリニック 中央区相模原１－２－６　カスミビル相模原１階 042-758-6811

さがみ仁和会病院 中央区相模原４－１１－４　 042-755-2133

西門クリニック 中央区相模原６－１８－１３　 042-756-0335

相模原記念クリニック 中央区中央４－１２－３　 042-758-8171

あさばクリニック 中央区南橋本１－５－１９　 042-700-3320

大塚内科医院 中央区氷川町１３－１　 042-752-1435

永井こども医院 中央区矢部２－３０－３　 042-752-1115

ふちのべ内科クリニック 中央区共和１－３－４０　１Ｆ－Ａ 042-851-3517

つちはし内科クリニック 中央区共和１－６－３０　 042-730-3003

きたむら淵野辺クリニック 中央区鹿沼台２－１０－１５　第２ＳＫビル　１Ｆ 042-768-7561

尾形内科・循環器科 中央区鹿沼台２－１１－５　 042-756-6685 特定健診と同時受診のみ

ソフィアレディスクリニック 中央区鹿沼台２－１２－２　サンライズアートビル 042-776-3636

あべクリニック 中央区鹿沼台２－１８－２０　 042-752-8187

かぬまだいけやきクリニック 中央区鹿沼台２－１８－６　大谷第１ビル　３Ｆ 042-707-0426

ひぐち内科・消化器 中央区東淵野辺５－８－９　 042-704-9370

半沢クリニック 中央区淵野辺１－１０－１３　ライオンズマンション１０２ 042-786-5115

佐藤内科クリニック 中央区淵野辺１－１－１２　 042-730-1477

相模野病院 中央区淵野辺１－２－３０　 042-752-2025 特定健診と同時受診のみ

渕野辺総合病院 中央区淵野辺３－２－８　 042-754-2222 特定健診と同時受診のみ

青山内科医院 中央区矢部３－１６－１４　 042-753-8719 特定健診と同時受診のみ

竹吉内科クリニック 中央区横山３－２７－３　 042-730-8338

梨本病院 中央区光が丘１－８－７　 042-753-2301

松崎医院 中央区光が丘３－７－６　 042-754-6349

上溝内科クリニック 中央区上溝３１７５－１　かみみぞクリニックビル1F 042-759-7070

たてのクリニック 中央区上溝４－１４－６　 042-760-3770

岩久内科クリニック 中央区上溝６－１１－２　 042-762-2552



令和２年度　胃がんハイリスク検査（ＡＢＣ判定）　協力医療機関
　※必ず事前に連絡して確認してください

医療機関名 住所 電話番号 備考

中村病院 中央区上溝６－１８－３９　 042-761-3721

関医院 中央区上溝６－２０－１５　 042-761-2080

千代田クリニック 中央区千代田４－４－１０　 042-757-0102

野呂医院 中央区千代田６－７－３　 042-758-4645

小野内科医院 中央区田名３１９８－３　 042-760-1180

宮田医院 中央区田名５４５０－３　 042-762-2321

角中クリニック 中央区緑が丘１－２１－１４　 042-730-6500

林クリニック 中央区緑が丘２－２８－３　 042-751-0151

竹村クリニック 南区旭町２３－１３　 042-766-7811

細田クリニック 南区鵜野森１－２９－８　 042-742-5525

宮崎クリニック 南区古淵３－１８－１３　 042-743-8121

田原メディカルクリニック 南区若松３－４８－１７　 042-749-3131

佐藤医院 南区若松４－１７－１８　 042-743-3152

みはら医院 南区西大沼４－８－２９　 042-746-7280

平井クリニック 南区相模大野３－１１－５　ＫＡＪＩＹＡ第２ビル２Ｆ 042-767-0850

やまぎしクリニック相模大野 南区相模大野３－１４－２０　ＴＨ＆Ｃビル　２階 042-705-8055

阿部内科クリニック 南区相模大野３－３－１　ボーノ相模大野サウスモール4F 042-702-0577

原メディカルクリニック 南区相模大野４－５－１７　相模大野５番街Ｐ棟１０６ 042-701-5588

おなかとおしりの桜井クリニック 南区相模大野４－５－５　ロビーファイブD２０５ 042-705-7333

あまのクリニック眼科内科 南区相模大野５－１８－２　 042-767-3571

優心クリニック 南区相模大野５－２７－３９　和田ビル３階 042-705-3780

清水医院 南区相模大野５－２９－１６　 042-742-2812

さがみ生協病院 南区相模大野６－２－１１　 042-743-3261

パークスクエアクリニック 南区相模大野７－３５－１　パークスクエア相模大野タワー&レジデンス 1F 042-705-8101

大野台クリニック 南区大野台６－１９－１２　２F　 042-704-6645

豊田内科クリニック 南区大野台７－２９－５　 042-754-6908

東大沼内科クリニック 南区東大沼１－１２－４３　 042-767-0170

油井クリニック 南区豊町１６－５　 042-745-1889 特定健診と同時受診のみ

黒河内病院 南区豊町１７－３６　 042-742-0211

佃医院 南区上鶴間５－４－１２　　 042-742-5464

くぬぎ台クリニック 南区上鶴間７－２－１２　 042-743-9051

東林間駅前ほりえクリニック 南区上鶴間７－６－４　七慶まるこビル２Ｆ 042-740-8005

東芝林間病院 南区上鶴間７－９－１　 042-742-3577

さいとう内科医院 南区上鶴間本町４－４８－３　相模大野メディカルヴィレッジＢ棟１Ｆ 042-705-3629

上鶴間ファミリークリニック 南区上鶴間本町８－４４－２０　 042-767-5332

木村医院 南区相模大野７－１２－９　 042-742-9769

相模大野病院 南区相模大野７－８－１６　 042-748-0211

川村医院 南区東林間１－６－１４　 042-748-7818

角張医院 南区東林間３－１６－１４　 042-744-1541

森下記念病院 南区東林間４－２－１８　 042-742-5055

泉家メディカルクリニック 南区東林間４－９－６　 042-701-4327

やまもとクリニック 南区東林間５－１３－８　 042-749-1101 特定健診と同時受診のみ・かかりつけのみ

かめやま内科医院 南区東林間５－１－８　プリューデンスヒロイ１F 042-747-3300

磯部クリニック 南区磯部９４１　 046-293-0133

志村クリニック 南区下溝６７３－１　 042-777-1117

馬嶋医院 南区下溝７２２－１　 042-778-1005

加來クリニック 南区下溝７５６－６　三和麻溝店Ｂ－３Ｆ 042-778-5100

黒沢産婦人科医院 南区松が枝町１－１０　 042-744-1412

小児科・内科 緒方医院 南区新磯野１－４３－１６　 046-254-0833

荘加医院 南区新磯野３－３２－９　 046-254-5010

グリーンパーク内科クリニック 南区新磯野４－５－６－２　 046-259-9215

新戸診療所 南区新戸１７１７　 046-251-0428

滝島医院 南区相南１－１７－２７　 042-742-8535 特定健診と同時受診のみ

さがみ循環器クリニック 南区相南４－２１－１５　 042-746-2211

ミオ医院 南区相模台２－１６－２１　 042-742-8497

北村ファミリークリニック 南区相模台７－３６－２３　 042-705-5990

博愛医院 南区南台３－１２－１５　 042-743-7247

フォレストクリニック　オダサガ内科 南区南台５－１１－１９　ペアナードオダサガ３０３ 042-701-8338

在宅療養支援クリニックかえでの風さがみ 南区麻溝台１－２－１５　北里ビル１０２号 042-701-5022 訪問診療にて対応・かかりつけのみ

中野医院 南区麻溝台５－１７－１０　 042-744-1200


