
実施機関名 所在地 電話番号

榊原サピアタワークリニック 東京都千代田区丸の内１－７－１２
サピアタワー７階 03-5288-0610

MARU BY TOKYO BUSINESS CLINIC 東京都千代田区丸の内1-8-2　鉄鋼ビルディング1階 03-6269-9475

丸ノ内なかごみクリニック 東京都千代田区丸の内２－２－１
岸本ビル２階 03-6551-2011

大手町内科胃腸クリニック 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア ウエスト1階 03-3287-3330

大手町フィナンシャルシティ
西山クリニック 東京都千代田区大手町１－９－4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー4階 03-3270-2986

帝国クリニック 東京都千代田区内幸町１－１－１
帝国ホテル本館４階 03-3503-8681

有楽町電気ビルクリニック 東京都千代田区有楽町１－７－１
有楽町電気ビル北館１０階 03-3213-0099

宮入内科 東京都千代田区有楽町２－１０－１
東京交通会館３階 03-3211-4845

霞が関ビル診療所 東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビル３階 03-3239-0017

山王グランドビル薬師堂クリニック 東京都千代田区永田町２－１４－２
山王グランドヒル２階 03-3500-5090

大森胃腸科 東京都千代田区隼町２－１５ 03-3234-6226

うざわ内科クリニック 東京都千代田区平河町2-7-9
JA共済ビル3階 03-3237-7731

東京シーサイドクリニック 東京都千代田区平河町2-14-7
ＹＵＫＥＮ平河町ビル3階 03-6272-6616

コハシ文春ビル診療所 東京都千代田区紀尾井町３－２３
文藝春秋新館 03-3264-4673

ホテルニューオータニ診療所 東京都千代田区紀尾井町４－１
ホテルニューオータニ地下１階 03-3221-4154

東都クリニック 東京都千代田区紀尾井町４－１
ホテルニューオータニガーデンタワー２F 03-3239-0302

半蔵門病院 東京都千代田区麹町１－１０－５ 03-3239-3355

麹町クリニック 東京都千代田区麹町３－４－７
啓ビル５階 03-3238-7654

グローバルヘルスケアクリニック 東京都千代田区麹町3-12-2
麹町ＭＳビル1階 03-3222-8832

山岡クリニック 東京都千代田区麹町４－３
麹町冨士ビル２階 03-3264-5160

佐々木内科クリニック 東京都千代田区麹町４－４－６
麹町４丁目小倉ビル２階 03-3264-3635

一番町レディースクリニック 東京都千代田区一番町４－２６
相模屋第５ビル２階 03-3261-2255

ＨＤＣアトラスクリニック 東京都千代田区一番町５－3
アトラスビル1階 03-3234-6060

ふたばクリニック 東京都千代田区四番町４－２２
四番町ﾋﾞﾙ１０１ 03-6268-9620

市ヶ谷駅前診療所 東京都千代田区五番町２
横山ビル１階 03-3234-5021

九段坂病院 東京都千代田区九段南1-6-12 03-3262-9191

滝医院 東京都千代田区九段南４－３－１ 03-3264-3101

九段クリニック 東京都千代田区九段北１－９－５
朝日九段マンション1階 03-3222-0094

洋洋クリニック 東京都千代田区富士見2-10-2
飯田橋ｸﾞﾗ.ﾝﾌﾞﾙｰﾑ3階 03-6272-3318

飯田橋西口クリニック 東京都千代田区富士見２－１３－１６
上田ビル 03-3265-0203

やじまクリニック 東京都千代田区飯田橋１－８－９－２０１ 03-3261-7853

ケイアイ飯田橋クリニック 東京都千代田区飯田橋３－１０－１０
ｶﾞｰﾃﾞﾝｴｱﾀﾜｰ2階 03-3239-2777

飯田橋小池クリニック 東京都千代田区飯田橋4-4-7 03-3221-8858

神保町消化器科・内科 東京都千代田区神田神保町２－９神田神保町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ４階 03-3515-3171

（公財)結核予防会総合健診推進ｾﾝﾀｰ 東京都千代田区神田三崎町１－３－１２水道橋ビル２階、３階 03-3292-9244

水道橋東口クリニック 東京都千代田区神田三崎町１－３－１２水道橋ビル９階 03-3292-1270

水道橋メディカルクリニック 東京都千代田区西神田１－４－１１－３０１ 03-3518-6127

駿河台診療所 東京都千代田区神田駿河台２－１－４５ニュー駿河台ビル５階 03-3219-1121

ユアクリニックお茶の水 東京都千代田区神田駿河台２－４日健ビル３階 03-3259-1190

三楽病院・健診課 東京都千代田区神田駿河台２－５ 03-3292-3981

遠藤クリニック 東京都千代田区神田錦町１－８ 03-3295-1013

神田キリスト教診療所 東京都千代田区神田美土代町7－4東英美土代ビル 03-5283-8119

小川町メディカルクリニック 東京都千代田区神田小川町２－１２進興ビルB１階 03-5848-4355

神田クリニック 東京都千代田区内神田２－４－１ 03-3252-0763

神田診療所 東京都千代田区内神田２－８－１４ 03-3256-0086

島田内科 東京都千代田区内神田２－１１－１ 03-3252-0121

神田多町クリニック 東京都千代田区神田多町２－７大橋ビル1階 03-6260-9333

奥田医院 東京都千代田区神田多町２－９ 03-3254-0701

東京都
（令和4年度）実施機関一覧表

東京都1



実施機関名 所在地 電話番号

大塩医院 東京都千代田区神田淡路町２－６－２ 03-3251-6878

明和病院 東京都千代田区神田須田町１－１８ 03-3251-0263

林医院 東京都千代田区外神田３－７－１ 03-3253-7436

ユアクリニック秋葉原 東京都千代田区外神田４－９－２千住ビル４階 03-3256-1180

神田医院 東京都千代田区鍛冶町１－８－６神田ＫＳビル２階 03-3252-8896

二宮内科クリニック 東京都千代田区鍛冶町１－９－１第二大久保ビル３階 03-3254-5007

瀬木診療所 東京都千代田区岩本町１－７－１ 03-3866-7313

神田医新クリニック 東京都千代田区岩本町２－２－１３ 03-5833-3240

秋元医院 東京都千代田区神田東松下町１９ 03-5297-5888

鈴森内科クリニック 東京都千代田区神田岩本町１番地岩本町ビル４階 03-3253-7081

坪井医院 東京都千代田区神田和泉町１－１３－１２ファベルハウス２階 03-3866-7815

秋葉原DEM内科クリニック 東京都千代田区神田佐久間町３－２８星野ビル２階 03-5846-9876

診療所　こころとからだの元氣プラザ 東京都千代田区神田神保町１－１０５神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨｲﾝｸ２階 03-5210-6620

九段坂内科消化器内科クリニック 東京都千代田区神田神保町３－２－３Daiwa神保町３丁目ビル１階 03-3556-7727

山中 内科・リウマチ科クリニック 東京都千代田区神田小川町３－６－９神田第２アメレックスビル８階 03-5280-1371

神田駅前クリニック内科 東京都千代田区内神田３－１３－２松尾ビル５階 03-6285-2822

いしせ脳神経外科クリニック 東京都中央区湊1-8-15 03-3553-3031

医療法人社団宮﨑会　木挽町医院 東京都中央区銀座4-11-4 03-3541-3800

おおいわ腎クリニック 東京都中央区築地1-9-9
細川築地ビル6F 03-6226-3511

医療法人社団健杏会　勝どきビュータワークリニック 東京都中央区勝どき1-8-1
勝どきビュータワー215 03-5859-0781

医療法人社団竹榮舎　たけぶちファミリークリニック 東京都中央区晴海2-5-24
晴海センタービル1F 03-3534-2757

月島キャピタル・クリニック 東京都中央区月島1-5-2
キャピタルゲートプレイス203 03-3533-8981

医療法人（財団）白百合会　荒川医院 東京都中央区京橋2-1-1
第2荒川ビル1F 03-3281-0567

八丁堀３丁目クリニック 東京都中央区八丁堀3-2-5
八丁堀医療ビル2F 03-6222-2772

医療法人社団ブレイン・ヘルス　銀座内科・神経内科クリニック 東京都中央区銀座6-12-10
銀座龍岡ビル2Ｆ 03-6253-8786

医療法人社団進興会　東京ダイヤビルクリニック 東京都中央区新川1-28-25
東京ダイヤビルディング3号館1Ｆ 03-3551-7737

医療法人社団リゾーム慶和会　ザ東京タワーズクリニック 東京都中央区勝どき6-3-2-102
ザ東京タワーズミッドタワー1F 03-3534-9002

医療法人社団医成会　銀座さわだ内科クリニック 東京都中央区銀座5-9-15
銀座清月堂ビル4F 03-3572-4898

医療法人社団銀座仁医会　吉川医院 東京都中央区銀座1-9-17 03-3561-4010

医療法人社団恵杏会　河内クリニック 東京都中央区月島1-14-13
月島ホームズ102号 03-5548-7060

医療法人社団健杏会　杉野内科クリニック 東京都中央区勝どき2-9-12
HBビル勝どき3F 03-5547-0961

医療法人財団百葉の会　銀座医院 東京都中央区銀座4-12-15
歌舞伎座タワー16F 03-3541-3340

医療法人社団恒雅会　吉井医院 東京都中央区新富1-5-14 03-3551-2032

医療法人社団三喜会　有楽橋クリニック 東京都中央区銀座2-2-17
龍保険ビル4Ｆ 03-3567-8788

医療法人社団三和会　中央診療所 東京都中央区八丁堀3-20-5　S-GATE八丁堀2階 03-3551-7522

医療法人社団志鈴会　鈴木クリニック 東京都中央区月島4-5-12 03-3531-1685

医療法人社団神和会　銀座富士クリニック 東京都中央区銀座4-11-2
丸正ビル2F 03-3542-8371

医療法人社団正和会　栗原クリニック 東京都中央区銀座8-12-5
峯田ビル3F 03-3541-6573

医療法人社団中央みなと会　中央みなとクリニック 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー2Ｆ 03-3547-1395

医療法人社団　八丁堀医院 東京都中央区八丁堀2-20-8
八丁堀綜通ビル901号 03-3551-8860

医療法人社団範慶会　白倉内科診療所 東京都中央区銀座4-13-18
医療ビル1F 03-3543-4361

医療法人社団春令会　築地クリニック 東京都中央区築地6-25-10
築地センタービル2.3Ｆ 03-3549-6661

一般財団法人 小松診療所 東京都中央区銀座7-12-18
第一銀座ビル3F 03-3543-7611

医療法人社団誠次会　銀座胃腸クリニック 東京都中央区京橋3-4-2
フォーチュンビル2Ｆ 03-5205-8666

月島クリニック 東京都中央区月島4-16-7
秀和第二月島レジデンス106 03-3531-0082

医療法人社団慶仁舎　月島タワークリニック 東京都中央区月島2-10-2
ムーンアイランドタワー202 03-6219-7151

厚生診療所 東京都中央区湊3-18-17
マルキ榎本ビル1F 03-3551-4690

市川医院 東京都中央区銀座2-11-19
銀座市川ビル 03-3541-7202

松本内科院 東京都中央区京橋2-11-5
パインセントラルビル5F 03-4405-7480

新富げんかクリニック 東京都中央区新富2-14-5
不二窯業株式会社2F 03-3551-4346

善利医院 東京都中央区月島3-13-4 03-3531-1566
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医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス　対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 東京都中央区銀座2-6-5
銀座トレシャス7F 03-3538-0270

東京保健生活協同組合　鉄砲洲診療所 東京都中央区新富2-4-14
新富田所ビル4階 03-3551-1616

浜中医院 東京都中央区勝どき2-1-13 03-3531-0547

医療法人社団順医会　京橋クリニック 東京都中央区京橋2-5-22
キムラヤビル2F 03-3563-5011

医療法人社団竹榮舎　晴海クリニック 東京都中央区晴海1-6-5
晴海ビュープラザ203 03-3531-0937

医療法人社団知洋会　勝どき耳鼻咽喉科・内科クリニック 東京都中央区勝どき4-2-13
サンパレス辻野1F 03-3533-4133

医療法人社団　銀座しまだ内科クリニック 東京都中央区銀座8-4-26
イワキビル4F 03-3574-9103

医療法人社団平晴会　晴海３丁目クリニック 東京都中央区晴海3-10-1
Daiwa晴海ビル1Ｆ 03-3536-8633

医療法人社団慈安会　勝どき駅前内科皮ふ科クリニック 東京都中央区勝どき 3-5-5
ＡＩＰ勝どき駅前ビル3階 03-5534-8350

八丁堀かず内科外科クリニック 東京都中央区新川2-28-2
メディカルプライム新川3階 03-5542-0737

医療法人社団健育会　石川島記念病院 東京都中央区佃2-5-2 03-3532-3556

銀座四丁目診療所 東京都中央区銀座4-5-1　教文館ビル8階 03-3567-7717

医療法人社団　武田クリニック　東銀座診療所 東京都中央区築地1-12-22  コンワビル4Ｆ 03-3542-4881

TFCメディカルクリニック 東京都中央区築地4-7-5　築地KYビル3階 03-6281-5170

早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック 東京都中央区日本橋茅場町２－６－１２ 03-3668-6806

大伝馬クリニック 東京都中央区日本橋大伝馬町９－７ 03-3661-5367

日本橋浜町クリニック 東京都中央区日本橋浜町２－３８－３ 03-3663-1811

大辻内科クリニック 東京都中央区日本橋室町 ４－２－１ 03-3279-3916

（医社）松州会鈴木医院 東京都中央区日本橋大伝馬町３－
１１ 03-3661-5281

（医社）頌栄会日本橋上田診療所 東京都中央区日本橋２－１－１０
柳屋ビルＢ１Ｆ 03-3271-2775

（医社）謙昭会村田内科クリニック 東京都中央区日本橋人形町１－５－８ 03-3666-3880

友仁クリニック 東京都中央区日本橋本町１－６－５
ツカモトビルＢ２Ｆ 03-3510-9561

（医社）小池医院 東京都中央区日本橋室町 １－１２－９ 03-3271-0813

日本橋榎本内科 東京都中央区日本橋３－３－１２
Ｅ－１ビル３Ｆ 03-3231-1003

（医社）鴎盟会　津布久医院 東京都中央区日本橋小網町３－１２ 03-3666-1687

（医社）健創会八重洲街診療所 東京都中央区日本橋２－２－２０
日本橋仲通りビル３Ｆ 03-3271-1828

（医社）墨水会浜町センタービルクリニック 東京都中央区日本橋浜町２－３１－
１ 浜町センタービル７Ｆ 03-3664-6858

セントラルクリニック 東京都中央区日本橋茅場町２－７－
９ コニーセントラルビル２Ｆ 03-3669-1238

兜町診療所 東京都中央区日本橋兜町１７－１
日本橋ロイヤルプラザ１０１ 03-5641-0360

（医社）中央みなと会三井タワークリニック 東京都中央区日本橋室町２－１－１
日本橋三井タワー５Ｆ 03-3510-9927

（医社）栄晴会中央内科クリニック 東京都中央区日本橋人形町２－７－10 03-3668-0088

恵友クリニック 東京都中央区日本橋室町１－６－１
真洋ビル４Ｆ 03-3241-6088

八重洲ヤヨイクリニック 東京都中央区八重洲１－９－１３
八重洲ヤヨイビル６Ｆ 03-5204-0841

日本橋内科・アレルギー科クリニック 東京都中央区日本橋室町２－４－３
日本橋室町野村ビル７Ｆ 03-3274-4159

（医社）平郁会日本橋かきがら町クリニック 東京都中央区日本橋蛎殻町１－
１０－４ 宮田ビル２Ｆ 03-5651-1361

日本橋室町クリニック 東京都中央区日本橋本町1-5-6
第10中央ビル１Ｆ 03-3241-2568

（医社）玉寄クリニック 東京都中央区日本橋人形町１－１２－１１－１０５ 03-3661-5555

ライフサイエンス健診クリニック 東京都中央区日本橋堀留町２－６－
６ ライフサイエンスビル２，３F 03-5652-0808

（医社）兜中央会　中島クリニック 東京都中央区日本橋兜町８－８ 03-3666-0880

茅場町パークサイドクリニック 東京都中央区日本橋茅場町2-2-1
東石ビル1Ｆ 03-3666-2212

日本橋かわまた内科クリニック 東京都中央区日本橋富沢町10-18
ユニゾ東日本橋ビル1Ｆ 03-3669-2626

水天宮前いきいきクリニック内科・呼吸器内科 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-6
水天宮前東急ビル2F 03-3665-1159

浜町公園クリニック 東京都中央区日本橋浜町2-42-10
紙商健保会館4階 03-5643-2300

五十嵐内分泌クリニック 東京都中央区日本橋本町1-5-11
ユニゾ日本橋本町ビル2F 03-3270-8855

みんなの内科クリニック人形町・水天宮 東京都中央区日本橋人形町2-2-3アライヴ人形町6F 03-3668-2200

さいとう内科・循環器クリニック 東京都中央区日本橋大伝馬町１３－８
メディカルプライム日本橋小伝馬町3階 03-3639-3110

東京心臓血管・内科クリニック 東京都中央区日本橋人形町１－７－７笠原ビルディング3階 03-5641-1177

日本橋馬喰町クリニック 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-1
JU SKY TOWER日本橋3階 03-5843-6275

内科総合クリニック人形町 東京都中央区日本橋人形町１丁目６−１０　ユニコム人形町ビル1階 03-5843-6714

久松町まつうらクリニック 東京都中央区日本橋久松町10-8フィルパーク日本橋久松町２階 03-6661-0024

みらいクリニック 東京都中央区日本橋小伝馬町9-6　小伝馬町松村ビル3F 03-3663-3366
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サルスクリニック日本橋 東京都中央区日本橋2-8-1 東京日本橋タワーアネックスB1F 050-3851-0269

東京都済生会中央病院 東京都港区三田1-4-17 03-3452-8124

古川橋病院 東京都港区南麻布2-10-21 03-3453-5013

新橋クリニック 東京都港区新橋5-15-5　交通ビル2階 03-3434-5151

ありいずみ内科 東京都港区芝浦3-11-8 ミナトヤビル3F 03-5419-7881

川島医院 東京都港区虎ノ門1-8-14三昭ビル3F 03-3519-6651

藤田クリニック 東京都港区南青山2-22-19 アドバンテック南青山ビル7階 03-5772-7381

金杉橋クリニック 東京都港区浜松町２−１３−４　KTビル3F 03-3432-5721

麻布光輝クリニック 東京都港区西麻布3--3-2 03-6240-2912

細川内科クリニック 東京都港区芝大門2-10-2 黒田ビル2階 03-5777-5331

鈴木胃腸消化器クリニック 東京都港区芝5-27-1 03-3455-6121

白金タワークリニック 東京都港区白金1-17-1 03-5789-3882

浜松町メディカルクリニック 東京都港区芝大門2-3-11 03-6809-2152

芝大門いまづクリニック 東京都港区芝大門1-1-14 03-6432-4976

芝診療所 東京都港区新橋6-19-21 03-3431-7491

おおたけ消化器内科クリニック 東京都港区赤坂6-3-20　HATビル4階 03-3588-1371

日比谷川畑診療室 東京都港区西新橋1-3-1　西新橋スクエア3階 03-3502-5711

新田町ビル診療所 東京都港区芝5-34-6-2F 03-3451-2619

品川ストリングスクリニック 東京都港区港南2-16-1-307 03-3471-3014

六本木北浜診療所 東京都港区六本木 03-3402-0792

日野原記念クリニック 東京都港区三田3-12-12笹川記念会館11階 03-3454-5068

馬場クリニック 東京都港区麻布十番２－１３－２－２F 03-3454-7788

七番館クリニック 東京都港区赤坂7-6-41-103 03-3584-7177

海渡医院 東京都港区麻布台1-10-11 03-3583-0265

青山天野クリニック 東京都港区南青山5-10-19　青山真洋ビル6階 03-5485-1114

虎の門耳鼻科クリニック 東京都港区虎の門-1-25虎ノ門一丁目ビル6階 03-3597-8286

古川医院 東京都港区東麻布3-7-13　MD麻布2F 03-3583-2837

三田ハウス内科クリニック 東京都港区三田5-2-18 03-5443-3864

神田第二クリニック 東京都港区西麻布　3-20-14-梅田ビル2階 03-3402-0654

今井内科医院 東京都港区新橋5-7-12 丸石新橋ビル2階 03-3432-2166

白金クリニック 東京都港区白金6-22-12 03-3441-3408

岡野内科診療所 東京都港区新橋1-18-14 三洋堂本館ビル8階 03-3502-8060

吉田医院 東京都港区西麻布3-24-24 03-3408-1049

高沢内科クリニック 東京都港区赤坂8丁目13-12 03-3401-9630

赤塚医院 東京都港区芝3-6-9-2F 03-3451-3323

岡部医院 東京都港区西麻布2-24-12 03-3407-0076

白金台診療所 東京都港区白金台5-18-6 03-3473-4741

鈴木医院 東京都港区白金台4-12-11 03-3441-6668

南麻布医院 東京都港区南麻布1-12-1 03-3452-3211

マリーゴールドクリニック 東京都港区赤坂3-2-2-4階 03-3582-3131

赤坂中央クリニック 東京都港区赤坂3-21-16 SKI赤坂ビル2階 03-3582-4991

山王メディカルセンター 東京都港区赤坂8-5-35 03-3402-5581

港三田クリニック 東京都港区芝5-16-1 千代ビル3階 03-3456-3391

南青山さとう内科 東京都港区南青山6-12-11 03-3409-7150

汐留みらいクリニック 東京都港区新橋2丁目19番2号 03-3289-3381

山内ハートクリニック 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館3階 03-3475-1880

もとやまクリニック 東京都港区白金1-8-9 03-3473-2866

お台場クリニック 東京都港区台場1-5-7-105 03-5531-0731

汐留健診クリニック 東京都港区浜松町1-17-10 03-3432-8888

ムラタクリニック 東京都港区西新橋2－16－5 03-5408-7511

青山内科医院 東京都港区南青山5-1-22-3F 03-3499-6500
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泉ガーデンクリニック 東京都港区六本木1-6-3泉ガーデンウイングB1 03-5575-3888

都ホテル東京メディカルクリニック 東京都港区１－１－５０－Ｂ１Ｆ 03-3473-1651

六本木ファーストクリニック 東京都港区六本木1-7-27　全特六本木ビルＥＡＳＴ1階 03-5574-7788

新赤坂クリニック 東京都港区六本木5-5-1　ロアビル11F 03-5770-1257

八木医院 東京都港区東麻布1-18-9-101 03-3583-0581

藏本内科クリニック 東京都港区芝公園1-7-15池田ビル1階 03-5733-3355

メディカルスクエア赤坂 東京都港区赤坂2-17-17 03-3585-0365

麻布整形外科クリニック 東京都港区麻布十番3-6-9ヒルサイド麻布1階 03-5765-2020

麻布十番整形外科 東京都港区麻布十番2-20-10 03-3452-5546

南青山おおつかクリニック 東京都港区南青山4-9-17 03-5786-3288

長谷クリニック 東京都港区南青山1-1-1 03-3475-1781

赤坂慶友クリニック 東京都港区赤坂9-6-30-109 03-5772-1419

石原内科クリニック 東京都港区白金台4-2-11白金台クレスト3階 03-5423-5560

白金坂の上診療所 東京都港区白金台4-7-8 2階 03-3447-3232

口羽医院 東京都港区高輪3-7-7　ピアース高輪1Ｆ 03-3441-2819

岸本クリニック 東京都港区六本木5-16-4　六本木エーワンビル4F 03-3589-2112

西新橋みむろクリニック 東京都港区西新橋1-5-9TSビル4F 03-5251-8256

麻布医院 東京都港区麻布十番1-11-1　エスティメゾン麻布十番3階 03-5545-8177

伊皿子坂医院 東京都港区高輪2-16-52パラシオン高輪101 03-5447-7701

ニュー新橋クリニック 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル4F 03-3580-6775

アイビークリニック虎ノ門 東京都港区虎ノ門1-8-8 03-5501-1511

若田クリニックシテタワー品川 東京都港区港南4-２-6-201 03-3471-2972

仁保医院 東京都港区北青山3-2-5 NH青山ビル3階 03-3401-1001

新橋青木クリニック 東京都港区新橋3-23-4 03-3432-0381

品川港南クリニック 東京都港区港南2-4-7 03-3472-0085

草間かほるクリニック 東京都港区麻布十番3-5-1バルゴ麻布ビル5F 03-5730-1926

井上胃腸科内科医院 東京都港区新橋1-11-3 岩井ビル3階 03-3573-1690

表参道内科眼科 東京都港区北青山３－６－１６ 03-5466-9971

ふなきクリニック 東京都港区赤坂3-15-9 03-3505-0300

新橋駅前内科クリニック 東京都港区新橋1-15-7 　新橋NFビル501 03-3593-7660

広尾かなもりクリニック 東京都港区南麻布5-10-24第2佐野ビル401 03-6408-0652

菅沼三田診療所 東京都港区芝5-19-5 03-3452-1748

赤坂おだやかクリニック 東京都港区赤坂５－３－１赤坂Bizタワー２階 03-6234-0511

大星クリニック 東京都港区赤坂2-9-11　オリックス赤坂2丁目ビル 03-6426-5933

東京港診療所 東京都港区海岸3-9-5-2階　東京港湾福利厚生センター 03-3451-4620

南青山内科クリニック 東京都港区南青山7-8-8-101 03-6805-1836

武村医院 東京都港区北青山3-12-2 03-3407-7826

高輪内科クリニック 東京都港区高輪1-16-4 03-3449-6748

泉ウィメンズクリニック 東京都港区南青山5－4－3－3F 03-3400-1213

品川イーストクリニック 東京都港区港南２－１５－２品川インターシティＢ棟２階 03-5783-5521

永沢クリニック 東京都港区赤坂3-5-2 ｻﾝﾖｰ赤坂ビル2階 03-3583-6710

しば胃腸こうもんクリニック 東京都港区芝4-11-5 03-6453-9307

品川ハートメディカルクリニック 東京都港区高輪2-15-11高輪ホワイトマンション105 03-5422-8841

きつかわクリニック 東京都港区芝5-31-16 YCCビル4階 03-3451-1731

芝浦アイランド内科クリニック 東京都港区芝浦4−20−4−2F 03-5730-0221

高輪整形外科クリニック 東京都港区高輪2-15-8グレイスビル泉岳寺前5階 03-5447-6808

三田医院 東京都港区芝5-3-10 03-3451-7652

日産厚生会診療所 東京都港区西新橋1-2-9　日比谷セントラルビル2F 03-3504-3812

城南高輪クリニック 東京都港区高輪3-5-20 グランドメゾン高輪台1F 03-3441-0435

大森真帆麻布十番クリニック 東京都港区麻布十番1−5−9高橋ビル2階 03-6455-4317

日比谷クリニック 東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館5階 03-3508-2508
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愛育クリニック 東京都港区南麻布5-6-8 03-3473-8310

たくま内科・神経内科クリニック 東京都港区麻布十番1-7-1 MGB麻布十番ビル4階 03-6434-7478

白金高輪海老根ウイメンズクリニック 東京都港区高輪1-2-17-7F 03-5789-2590

品川シーズンテラス健診クリニック 東京都港区港南1丁目2番70号　品川シーズンテラス５階 03-3452-3381

中山医院 東京都港区南青山3-14-19 03-6434-5122

新橋田中内科 東京都港区新橋2−16−1ニュー新橋ビル319−Ⅰ 03-3580-9466

赤坂見附前田病院 東京都港区元赤坂1-1-5 03-3408-1136

国際医療福祉大学三田病院 東京都港区三田1-4-3 03-3451-8127

北里大学北里研究所病院 東京都港区白金5-9-1 03-5791-6325

愛育病院 東京都港区芝浦一丁目16番10号 03-6453-7300

松﨑内科クリニック 東京都港区新橋1-15-5　ペルサ115ビル  9F 03-3591-7006

虎ノ門とうまクリニック 東京都港区虎ノ門1-1-16　虎ノ門中央ビル4階 03-3502-4080

清水クリニック 東京都港区赤坂4-4-11 03-6441-0358

西麻布クリニック 東京都港区西麻布3-20-6 杉友ビル1F 03-3403-6696

霞ヶ関診療所 東京都港区虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル2階 03-3501-7797

湊メディカルクリニック 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト2階 03-5570-5888

西麻布インターナショナルクリニック 東京都港区西麻布3-17-20 LY西麻布2F 03-6447-5966

三田国際ビルクリニック 東京都港区三田1-4-28、三田国際ビル３階 03-3454-8614

新青山クリニック 東京都港区南青山１－１－１　新青山ビル西館３階 03-3475-1181

川村内科医院 東京都港区新橋5-10-6 川村ビル1Ｆ 03-3431-3322

日比谷公園健診クリニック 東京都港区新橋1-18-1航空会館4階 03-3595-0781

城山ガーデン桜十字クリニック 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー３階 03-3433-1911

かがやき内科・糖尿病クリニック 東京都港区高輪3-8-17 TK高輪ビル6階 03-3441-0398

伊原医院 東京都港区東新橋1-7-1汐留メディアタワー地下２階 03-3573-1800

優里医院 東京都港区南麻布4-11-30　南麻布渋谷ビル7階 03-6450-3500

白金台おがわクリニック 東京都港区白金台3-8-3 03-6447-7081

新橋アレルギーリウマチクリニック 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル318 03-3591-6409

神谷町クリニック 東京都港区虎ノ門3-17-1TOKYUREIT虎ノ門ビル1階 03-3433-0343

白金三光クリニック 東京都港区白金１－２５－３１－１０２ 03-6456-4350

汐留シティセンターセントラルクリニック 東京都港区東新橋1-5-2　汐留シティセンター3階 03-5568-8702

ぼだい樹クリニック 東京都港区芝1-15-13オフィスニューガイア浜松町No17. 6F 03-6809-6346

浜松町ハマサイトクリニック 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング2F 03-5472-1100

まつみレディースクリニック三田 東京都港区芝4-5-8 03-6453-8355

モーニングクリニック六本木内科耳鼻咽喉科OR 東京都港区六本木6-1-8六本木グリーンビル7階 03-5860-6935

中村麻布十番クリニック 東京都港区麻布十番2-2-10麻布十番スクエア２階 03-5419-7300

おかだスマイルクリニック 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー4F 03-6809-1725

ながさき内科医院 東京都港区浜松町2-3-1　日本生命浜松町クレアタワー4階 03-3435-5707

ウスイ内科クリニック 東京都港区西麻布3-2-21-5F 03-3401-0271

ワールドシティ益子クリニック 東京都港区港南4-6-7 キャピタルタワー3階 03-5783-0331

虎ノ門せりざわ内科 東京都港区西新橋1-22-5 03-6257-3919

篠原医院 東京都港区芝5-20-20 03-3451-0528

虎の門小澤クリニック 東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル1階 03-3507-1101

藤美クリニック 東京都港区西新橋1-24-16 平和ビル6階 03-3501-3705

たまちホームクリニック 東京都港区三田3-1-4 03-6435-2331

有明みんなクリニック田町芝浦院 東京都港区芝浦3-2-28 HTアジール芝浦1階 03-6722-6300

菅原クリニック東京脳ドック 東京都港区赤坂5-2-20赤坂パークビル２階 03-5573-8822

高櫻内科　脳神経クリニック 東京都港区芝浦3-11-5 第三協栄ビル1階 03-6722-6322

赤坂内視鏡クリニック 東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル5F 03-6441-2528

芝公園クリニック 東京都港区芝３-15-5 ジョイビレッジ芝公園3Ｆ 03-3455-5525

麻布ウィメンズクリニック 東京都港区麻布十番2-3-12-3F 03-6809-3103

竹芝水辺のクリニック 東京都港区海岸1-10-30 アトレ竹芝タワー棟3F 03-3432-3232

東京都6



実施機関名 所在地 電話番号

赤坂山王メディカルセンター 東京都港区赤坂四丁目1番26号　国際医療福祉大学　赤坂キャンパスW棟内4階 03-6230-3701

みのやまクリニック 東京都港区麻布十番２－１－１あべちゃんビル4F 03-6459-2686

アットホーム表参道クリニック 東京都港区北青山2-12-31第3イノセビル2階 03-3423-3232

堀産婦人科 東京都港区高輪3-7-8 03-3449-3541

虎ノ門中村クリニック 東京都港区虎ノ門3丁目10-4 虎ノ門ガーデン103 03-6823-1409

中村クリニック 東京都港区六本木4-5-3 03-3401-8003

虎ノ門診療所 東京都港区虎ノ門1-1-25 03-3502-3988

六本木にしやま整形外科 東京都港区六本木6-5-20 03-3470-0015

西麻布ライフケアクリニック 東京都港区西麻布4丁目4番地3号, フリーディオ西麻布1階 03-3797-1717

ロイヤルレディスクリニック白金高輪 東京都港区高輪1-4-13 3階 03-3280-3338

高輪台おおみち循環器内科クリニック 東京都港区白金台2-11-8-3F 03-5422-9105

白金高輪駅前内科糖尿病クリニック 東京都港区高輪1-4-13 高輪NYビル2階 03-6456-2939

新橋日比谷通りクリニック 東京都港区新橋2-12-16　明和ビル3F 03-3595-4976

東京高輪病院 東京都港区高輪3-10-11 03-3443-9555

医療法人社団潤康会芝パーククリニック 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館２F 03-3434-4485

医療法人社団　慶洋会　ケイアイクリニック 東京都新宿区四谷１ー２０ー２３　ケイアイメディカルビル 03-5269-2111

一般財団法人　日本健康管理協会　新宿健診プラザ 東京都新宿区歌舞伎町２ー３ー１８　 03-3207-2222

医療法人社団　幸楽会　幸楽メディカルクリニック 東京都新宿区新宿１ー８ー１１　 03-3355-0282

医療法人社団　順正会　ヒロオカクリニック 東京都新宿区新宿２ー５ー１２　フォーキャスト新宿アヴェニュー３Ｆ 03-3225-1720

医療法人社団　敬昭会　芙蓉診療所成人病医学センター 東京都新宿区新宿５ー１４ー５　 03-3350-6731

公益財団法人三越厚生事業団　三越診療所 東京都新宿区西新宿１ー２４ー１　エステック情報ビル５Ｆ 03-3348-5791

医療法人社団　新友会　プラザ30階クリニック 東京都新宿区西新宿２ー２ー１　京王プラザホテル本館３０Ｆ 03-5323-4330

医療法人社団　慶潤会　ＫＤＤＩビルクリニック 東京都新宿区西新宿２ー３ー２　KDDIビル１Ｆ 03-6386-0123

医療法人社団　成山会　楠樹記念クリニック 東京都新宿区西新宿２ー６ー１　新宿住友ビル３Ｆ 03-3344-6666

医療法人社団　菱秀会　金内メディカルクリニック 東京都新宿区西新宿７ー５ー２５　西新宿プライムスクエア２Ｆ 03-3365-5521

社会福祉法人　聖母会　聖母病院 東京都新宿区中落合２ー５ー１　 03-3951-1129

落合パークサイドクリニック 東京都新宿区上落合１ー１ー４　鈴木ビル４Ｆ 03-5338-4976

東京保健生活協同組合　江戸川橋診療所 東京都新宿区改代町３３　 03-3269-7855

医療法人社団　康俊会　菊池医院 東京都新宿区神楽坂６ー２５　塩谷ビル１Ｆ 03-3269-1011

医療法人社団　あさひ会　西早稲田クリニック 東京都新宿区西早稲田２ー２１ー１６　圓生楼高田馬場ビル２Ｆ 03-3232-8462

医療生活協同組合　早稲田診療所 東京都新宿区西早稲田３ー１７ー２３　 03-3203-3330


医療法人財団　東京勤労者医療会　おおくぼ戸山診療所 東京都新宿区大久保２ー８ー２　 03-5272-2585

医療法人社団　桑原医院 東京都新宿区北新宿３ー１２ー２６　 03-3368-4745

橋爪医院 東京都新宿区北新宿４ー２９ー９　 03-3371-0030

医療法人財団　綜友会　高戸橋クリニック 東京都新宿区高田馬場２ー５ー２４　メゾンドール高田馬場１Ｆ 03-3200-1561

四谷・村川内科クリニック 東京都新宿区四谷１ー１３　山水ビル１Ｆ 03-5366-1024

医療法人社団　はなみずき　佐藤内科小児科医院 東京都新宿区四谷１ー１５ー１Ｆ　 03-3351-3007

医療法人社団　幸清会　四谷クリニック 東京都新宿区四谷１ー２ー３０　第２四谷中村ビル３Ｆ 03-3226-9028

四谷内科・内視鏡クリニック 東京都新宿区四谷２－１１－６　フォーキャスト四谷６F 03-3341-2220

医療法人社団　柏葉会　高村医院 東京都新宿区四谷３ー１０　 03-3351-3610

田中内科医院 東京都新宿区四谷三栄町４ー１１　ＹＳビル１Ｆ 03-3351-1815

林あいずみ医院 東京都新宿区愛住町８ー１２　 03-6380-5438

住友内科クリニック 東京都新宿区荒木町４　森初ビル２Ｆ 03-5362-3288

まがり医院 東京都新宿区荒木町６ー３４　 03-5362-5531

医療法人社団長島クリニック　四谷・長島クリニック 東京都新宿区若葉１ー４ー７　 03-5368-1686

医療法人社団　仁圭会　林外科病院 東京都新宿区大京町２７　 03-3357-3161

信濃町診療所 東京都新宿区信濃町３４　トーシン信濃町駅前ビル３Ｆ 03-3359-5147

医療法人社団　博由会　四谷内科 東京都新宿区左門町２０　四谷メディカルビル２Ｆ 03-5368-0675

須田医院 東京都新宿区須賀町１　 03-5366-0760

医療法人社団　泰光会　歌舞伎町ひかりクリニック 東京都新宿区歌舞伎町２ー４６ー８　新宿日章ビル９Ｆ 03-5888-4188

花園医院 東京都新宿区新宿１ー３０ー６　 03-3351-6957

東京都7



実施機関名 所在地 電話番号

医療法人社団　深山会　深山会クリニック 東京都新宿区新宿３ー１１ー１１　ダイアン新宿ビル９Ｆ 03-3341-1007

医療法人社団　医精会　マイシティクリニック 東京都新宿区新宿３ー２５ー１０　當山ビル６Ｆ 03-3354-3411

医療法人社団　藤和東光会　藤村内科外科クリニック 東京都新宿区新宿５ー１０ー１２　豊衆ビル 03-3351-0575

沢田クリニック 東京都新宿区新宿６ー２３ー７ー１０１　Ｓビル１Ｆ 03-3355-6227

新宿イーストサイドたけうち内科 東京都新宿区新宿６ー２７ー３０　新宿イーストサイドスクエアＢ１Ｆ 03-6205-5315

惠クリニック 東京都新宿区西新宿１ー１９ー１２　鮎沢ビル８Ｆ 03-5909-3707

オペラシティクリニック 東京都新宿区西新宿３ー２０ー２　東京オペラシティタワー７Ｆ 03-5353-7100

三好医院 東京都新宿区西新宿３ー４ー１１　アピス西新宿三丁目２Ｆ 03-3342-1033

かおり内科クリニック 東京都新宿区西新宿３ー７ー１　新宿パークタワー地下１階 03-5321-6677

医療法人社団　優久会　根本医院 東京都新宿区西新宿４ー１０ー１５　 03-3377-6513

駒ヶ嶺医院 東京都新宿区西新宿４ー４ー６　 03-3378-3875

医療法人社団　慶潤会　新都心十二社クリニック 東京都新宿区西新宿５ー５ー１ー２０３　ザ・パークハウス西新宿タワー６０ 03-3377-3033

医療法人社団　顕彬会　伊藤外科内科医院 東京都新宿区西新宿５ー８ー１０　 03-3372-6456

医療法人社団　　新宿グリーンタワー内科クリニック 東京都新宿区西新宿６ー１４ー１　新宿グリーンタワービル２Ｆ 03-3343-0365

西新宿小林クリニック 東京都新宿区西新宿６ー２０ー１２　第２山口ビル４Ｆ 03-5989-0918

医療法人社団　慶真記念会　新宿　睡眠・呼吸器内科クリニック 東京都新宿区西新宿６ー５ー１　新宿アイランドタワー１２Ｆ 03-5909-5588

いしい内科・外科クリニック 東京都新宿区西新宿７ー１ー１０　守矢ビル５Ｆ 03-5937-3361

医療法人社団　柏裕会　今野整形外科内科 東京都新宿区西新宿７ー２１ー７　 03-3371-5813

医療法人社団　青弘会　はまやホームケアクリニック 東京都新宿区西落合２ー１６ー４　 03-3950-0065

医療法人社団　新裕会　オリエンタル診療所 東京都新宿区西落合２ー２０ー１　哲学堂公園ハイツ１ー１ 03-3565-3411

そはら医院 東京都新宿区西落合３ー１ー２２　 03-3565-8008

哲学堂松本クリニック 東京都新宿区西落合４ー１６ー１０　 03-3951-1567

医療法人社団　慈梁会　やない胃腸科クリニック 東京都新宿区西落合４ー３ー９　パロ西落合１０１ 03-5996-2772

菅谷医院 東京都新宿区中落合３ー３ー５　 03-3951-5903

佐藤クリニック 東京都新宿区中落合３ー４ー８　 03-3952-5554

医療法人社団　竹誠会　宗像クリニック 東京都新宿区下落合１ー６ー１　宮村ビル３Ｆ 03-3227-2510

医療法人社団　豊済会　下落合クリニック 東京都新宿区下落合２ー１ー６　 03-3953-1711

目白よしみクリニック 東京都新宿区下落合３ー１２―２３　豊ビル１Ｆ 03-5988-7667

目白ブライトクリニック 東京都新宿区下落合３ー２１ー３　Ｍコート目白１Ｆ 03-3565-5788

医療法人社団　四葉会　木島内科クリニック 東京都新宿区上落合１ー２１ー１４　パストラール１Ｆ 03-3364-6321

医療法人社団　糖真会　上落合　真クリニック 東京都新宿区上落合１ー５ー４　幸楽亭ビル１Ｆ・２Ｆ 03-3363-5820

落合ファミリークリニック 東京都新宿区上落合２ー１１ー１６　 03-5989-1477

医療法人社団　珠MEDICAL　髙島クリニック 東京都新宿区上落合２ー１８ー１５　 03-3371-2101

伊藤メディカルクリニック 東京都新宿区上落合２ー２５ー３　伊藤ビル１Ｆ 03-3361-6318

医療法人社団　千晶会　落合駅前クリニック 東京都新宿区上落合３ー１０ー３　加藤ビル１Ｆ 03-5348-6535

ほそかわ内科クリニック 東京都新宿区中井２ー２０ー７　 03-3952-4181

医療法人社団　早正会　岡崎医院 東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９　 03-3202-7778

医療法人社団　豊和会　村橋医院 東京都新宿区早稲田町７３　 03-3203-3538

早稲田クリニック 東京都新宿区馬場下町１０　早稲田レストハイツ２Ｆ 03-3208-2007

鈴木医院 東京都新宿区戸山３ー１０ー６　 03-3203-9370

おうえケアとわクリニック 東京都新宿区河田町３―１０　河田町安田ビル　３F 03-6709-9725

若松河田クリニック 東京都新宿区河田町１０ー７　グリーンヒルズ河田町２０１ 03-6457-8351

医療法人社団　曙光会　コンフォガーデンクリニック 東京都新宿区河田町３ー２　 03-3357-0086

医療法人社団　誠晃会　えとう内科クリニック 東京都新宿区余丁町１１ー１９　 03-5919-4976

医療法人社団　愛智会　抜弁天クリニック 東京都新宿区余丁町８ー７　抜弁天ビル１Ｆ 03-5919-1522

医療法人社団　鉄友会　柳町病院 東京都新宿区市谷柳町２５　 03-3268-3521

本多内科クリニック 東京都新宿区市谷加賀町２ー３ー１５　 03-6265-0677

曙橋よつばファミリークリニック 東京都新宿区市谷仲之町3－45　市ヶ谷仲之町ヒルズクレスト101 03-5315-0155

石井外科 東京都新宿区住吉町８ー２　 03-3351-9338

医療法人社団　慈紹会　フジモト新宿クリニック 東京都新宿区富久町１３ー１　ローレルコート新宿タワー２Ｆ 03-3357-2237

新宿トミヒサクロスクリニック 東京都新宿区富久町１７ー２　富久クロス１Ｆ 03-3353-2111
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伊藤医院 東京都新宿区富久町２８ー５　 03-3341-6035

内科すずきクリニック 東京都新宿区山吹町２９５　杉山ビル１Ｆ 03-5227-3133

春日メディカルクリニック 東京都新宿区山吹町３３４　セブンファイブビル１階 03-5206-5515

医療法人社団　桐医会　なかやまクリニック 東京都新宿区山吹町３３５　安井ビル２Ｆ 03-3268-8311

医療法人社団　敬水会　江戸川橋鈴木クリニック 東京都新宿区山吹町３４８　ＤＳＤビル３・４Ｆ 03-5229-7717

医療法人社団　和紗会　とびた整形外科・内科クリニック 東京都新宿区矢来町１１３　 03-3235-5050

医療法人社団　真昌会　神楽坂岡田診療所 東京都新宿区矢来町２８　 03-3268-6373

あべメディカルクリニック 東京都新宿区水道町４ー２９　宝ビル１Ｆ 03-6228-1783

医療法人社団　喜生会　新小川町クリニック 東京都新宿区新小川町６ー４０　入交ビル３Ｆ 03-3235-5265

黒坂医院 東京都新宿区白銀町２５　 03-3260ｰ3590

医療法人社団　セントメリー　飯田橋中村クリニック 東京都新宿区下宮比町３ー２　日本精鉱ビル２Ｆ 03-5225-7119

あいクリニック 東京都新宿区下宮比町３ー２　飯田橋スクエアビル２Ｆ 03-6265-3885

神楽坂消化器内科・内視鏡クリニック 東京都新宿区神楽坂３―２　神楽坂Kビル３F 03-3268-1011

倉澤クリニック 東京都新宿区神楽坂３ー５　神楽坂センタービル６Ｆ 03-5206-8820

医療法人社団　千緑会　神楽坂医院 東京都新宿区神楽坂３ー６　近藤ビル１Ｆ 03-3269-7267

神楽坂内科・脳神経内科クリニック 東京都新宿区神楽坂６ー４２　神楽坂喜多川ビル１Ｆ 03-6280-7582

医療法人社団　内野医院 東京都新宿区横寺町８　 03-3235-3270

やまだ内科クリニック 東京都新宿区北町２３　 03-5206-8853

医療法人社団　若水会　牛込台さこむら内科 東京都新宿区中町２３　 03-3269-1783

本庄医院 東京都新宿区西早稲田１ー２１ー２ー２０１　 03-3203-3959

高田馬場内科・皮膚科クリニック 東京都新宿区西早稲田２ー１８ー２０　 03-3207-1177

磯貝クリニック 東京都新宿区西早稲田２ー４ー８　 03-3232-1776

医療法人社団　西北診療所 東京都新宿区西早稲田３ー１２ー４　サンハイツ早稲田ビル１Ｆ 03-3203-5660

医療法人社団　医進会　小田クリニック 東京都新宿区大久保１ー１１ー３　大東ビル２Ｆ 03-5273-0770

堀内クリニック 東京都新宿区大久保２ー１ー１　サントーク大久保２Ｆ 03-5287-6171

医療法人社団　三育会　新宿ヒロクリニック 東京都新宿区大久保２ー１８ー１４　新大久保五大ビル１Ｆ・２Ｆ 03-5272-5610

西大久保クリニック 東京都新宿区大久保２ー３ー５　 03-5273-6880

大久保駅前・林クリニック 東京都新宿区百人町１－１７－４　林ビル　３F 03-6908-5665

医療法人社団　英昭会　長峰整形外科 東京都新宿区百人町１ー１１ー３　ＮＳロイヤル大久保１Ｆ 03-3364-3936

宮田胃腸内科・皮膚科クリニック 東京都新宿区百人町1―11―2　ＭＯＭＯビル２Ｆ 03-5937-0668

新大久保クリニック 東京都新宿区百人町２ー２０ー２１　 03-3371-7033

医療法人社団　青川会　三好医院 東京都新宿区百人町２ー２３ー４７　 03-5337-9871

医療法人財団　新生会　百人町診療所 東京都新宿区百人町３ー１４ー７　 03-3371-1188

寺尾クリニカ 東京都新宿区百人町３ー２８ー５　グランドヒルズＡ 03-5338-9955

西戸山クリニック 東京都新宿区百人町３ー７ー８　原ビル２Ｆ 03-5337-7501

医療法人社団　寿慶会　小滝橋整形外科 東京都新宿区百人町４ー９ー７　ユーエストビル２Ｆ 03-5332-3020

くれクリニック 東京都新宿区北新宿２ー２１ー１　新宿フロントタワー３Ｆ 03-6279-2893

竹田クリニック 東京都新宿区北新宿３ー１ー２１　みどりビル３Ｆ 03-3371-4114

高橋医院 東京都新宿区北新宿３ー２１ー８　 03-3371-8064

松本皮膚科 東京都新宿区北新宿４ー３３ー５　 03-3360-3306

高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科 東京都新宿区高田馬場１－２７－３　ニュー竹宝ビル　２F 03-3209-7149

助川クリニック 東京都新宿区高田馬場１ー５ー１０　 03-3209-3333

小池医院 東京都新宿区高田馬場１ー８ー８　 03-3200-8138

竹下医院 東京都新宿区高田馬場２ー１４ー２２　 03-3200-1281

医療法人社団　正修会　細谷医院 東京都新宿区高田馬場３ー２７ー２　 03-3371-8755

牛込外科胃腸科 東京都新宿区高田馬場４ー１０ー１２　 03-3361-0301

牛山医院 東京都新宿区高田馬場４ー１１ー５　 03-5386-3167

高田馬場さくらクリニック 東京都新宿区高田馬場４ー１１ー８　河上ビル３Ｆ 03-5937-3717

医療法人社団　嶺雪会　須田外科クリニック 東京都新宿区高田馬場４ー２２ー７　 03-3362-5753

相田医院 東京都文京区本郷2-39-13 03-3811-4859

飯田医院 東京都文京区本郷2-32-12 03-3811-4952

東京都9



実施機関名 所在地 電話番号

猪狩医院 東京都文京区根津1-16-8 03-3822-4735

石川クリニック 東京都文京区本郷5-29-12-103 03-3814-3456

うすだクリニック 東京都文京区本郷4-36-5
ネオパリエ１F 03-5840-8250

エミング千駄木クリニック 東京都文京区千駄木3-42-16-2F 03-5834-2652

大塚診療所 東京都文京区湯島3-31-6 03-3831-2294

大橋内科クリニック 東京都文京区西片2-15-11 03-5842-8670

大森内科医院 東京都文京区湯島4-9-8 03-3811-0888

奥田医院 東京都文京区湯島3-8-2 03-3831-8371

奥山整形外科 東京都文京区本駒込6-24-5 03-3942-1611

御茶ノ水聖橋クリニック 東京都文京区湯島1-9-15
茶州ビル２Ｆ 03-5689-6811

御茶ノ水ファミリークリニック 東京都文京区湯島1-9-14
プチモンドお茶の水8Ｆ 03-5844-1401

加藤診療所 東京都文京区本駒込2-18-2 03-3941-7522

クマモトクリニック 東京都文京区千駄木3-37-17-102 03-5685-0811

グリーンコート内科クリニック 東京都文京区本駒込2-28-10 03-5977-3820

駒込かせだクリニック 東京都文京区本駒込4-19-16 03-5832-5665

駒込富士クリニック 東京都文京区本駒込3-34-10 03-5815-3405

近藤医院 東京都文京区本駒込5-60-6 03-3821-1804

齋藤医院 東京都文京区本駒込3-5-10 03-3824-1137

坂口医院 東京都文京区本郷4-9-22 03-3811-1560

慈愛病院 東京都文京区本郷6-12-5 03-3812-7360

鈴木医院 東京都文京区本駒込2-28-35 03-3941-6615

清家クリニック 東京都文京区湯島3-38-13
坂東ビル2F 03-3831-2438

ダイナメディカル根津クリニック 東京都文京区根津2-14-9
ダイナメディカル根津1F 03-5815-8687

田代医院 東京都文京区向丘2-20-3 03-3823-0871

タツノ内科・循環器科 東京都文京区本郷5-1-16
NP-Ⅱビル B1F 03-5800-0203

谷口医院 東京都文京区本駒込2-8-11 03-5395-7760

団子坂くつろぎクリニック 東京都文京区千駄木5-21-12 1F 03-5834-7702

寺本内科・歯科クリニック 東京都文京区本郷5-25-13 03-5684-0818

動坂クリニック 東京都文京区本駒込4-42-4 03-3822-5605

東都文京病院 東京都文京区湯島3-5-7 03-3831-2181

富坂診療所 東京都文京区本郷1-33-9
ドン・キホーテ後楽園店3Ｆ 03-3814-2662

西岡クリニック 東京都文京区向丘1-10-2-103 03-3812-1421

似鳥クリニック 東京都文京区根津1-19-11 03-3827-1181

にわ医院 東京都文京区千駄木4-8-12 03-3824-0482

根津診療所 東京都文京区根津1-27-3 03-3823-0096

根津宮永町診療所 東京都文京区根津2-13-6-101 03-3824-2588

日原内科クリニック 東京都文京区千駄木2-13-1
ルネ千駄木プラザ217 03-3822-6262

福地医院 東京都文京区本駒込4-30-2 03-3821-1431

藤原クリニック 東京都文京区千駄木3-2-7
リエス千駄木1F 03-3821-3767

文京クリニック 東京都文京区千駄木1-23-3
カーサリーナ千駄木２Ｆ 03-3823-6614

文京駒込訪問クリニック 東京都文京区本駒込5-20-4
メゾンブロンシュ本駒込102-B 03-5834-0335

文京動坂診療所 東京都文京区千駄木4-15-3 03-3822-9680

文京内科・循環器クリニック 東京都文京区本駒込2-10-3
ウエストワンビル4階 03-6304-1567

細部医院 東京都文京区根津1-1-15 03-3822-6858

本郷内科クリニック 東京都文京区本郷4-24-7
クレヴィア本郷103 03-5684-1009

本郷ファミリークリニック 東京都文京区本郷1-33-8
ハウス本郷ビル6F 03-3868-7501

松本医院 東京都文京区本駒込5‐41‐11
青木ビル1階 03-5832-9518

むらい内科・循環器クリニック 東京都文京区千駄木3-43-3
ＡＴＫ千駄木ビル１階 03-3822-8010

森田医院 東京都文京区向丘2-35-2 03-3823-4919

森谷医院 東京都文京区千駄木5-43-11 03-3821-0128

谷根千クリニック 東京都文京区根津2-33-14
ヴィラージュ藍染1Ｆ 03-3827-2731
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山田胃腸科外科医院 東京都文京区根津1-16-10 03-3821-3381

やよい在宅クリニック 東京都文京区弥生1-5-11 03-6240-0737

ゆき医院 東京都文京区本郷5-26-2 03-5840-8660

ゆしまクリニック 東京都文京区湯島1-5-34
お茶の水医学会館６Ｆ 03-3830-0099

吉行医院 東京都文京区千駄木2-34-10 03-3821-7994

本郷真砂ハートクリニック 東京都文京区本郷4-20-12 03-3814-1155

八千代診療所 東京都文京区白山1丁目5番地8号 03-3811-4519

中野小児科内科 東京都文京区白山1丁目33番地23号
ベルメゾン文京白山1F 03-5805-8551

はとり内科クリニック 東京都文京区白山5丁目33番地3号
パレ・クレール白山1F 03-5800-2210

くろだ医院 東京都文京区白山5丁目36番地9号
白山麻の実ビル2Ｆ 03-5804-3211

寺田医院 東京都文京区小石川1丁目5番地1号 パークコート文京小石川ザ タワー111号 03-3812-1821

春日クリニック 東京都文京区小石川1丁目12番地
16号 TGビル5F 03-3816-5840

セツルメント菊坂診療所 東京都文京区小石川1丁目24番地
3号 03-3811-0016

春日駅前あべファミリークリニック 東京都文京区小石川2丁目1番地
12号 小石川トーセイビル6F 03-3830-0395

後楽園駅前診療所 東京都文京区小石川2丁目6番地5号
小石川二丁目ビル1F 03-6801-8191

小石川循環器内科クリニック 東京都文京区小石川2-24-14
TM畑中小石川1階 03-6801-8450

小林クリニック 東京都文京区小石川3丁目16番地
19号 03-5689-2025

中村クリニック 東京都文京区小石川3丁目27番地
6号 コスモ小石川103 03-3818-7677

山村クリニック 東京都文京区小石川5丁目37番地
6号 サンテ小石川1F 03-3818-5767

小石川医院 東京都文京区春日2丁目10番地18号
ランダム小石川 03-3816-3151

須田整形外科クリニック 東京都文京区後楽2丁目23番地15号 03-3811-0881

坂巻クリニック 東京都文京区水道2丁目14番地7号 03-3941-6074

石原医院 東京都文京区小日向1丁目6番地6号 03-3941-8526

しおざわクリニック 東京都文京区小日向4丁目4番地3号
カーネ小日向103 03-3945-3711

茗荷谷なかむらクリニック 東京都文京区小日向4丁目5番地
16号 ツインヒルズ茗荷谷1階 03-3945-6161

岩瀬クリニック 東京都文京区小日向4丁目6番地
15号 茗荷谷駅MFビル4F 03-5940-7151

伝通院クリニック 東京都文京区小日向4丁目6番地
18号 ステラメゾン茗荷谷201 03-6912-1565

コパーズ・茗荷谷クリニック 東京都文京区小日向4丁目7番地
20号 コパーズ茗荷谷ビル1F 03-5976-2207

千葉医院 東京都文京区千石1丁目6番地16号
ライズヒル千石101号 03-3941-1340

杉山クリニック 東京都文京区千石2丁目13番地13号 03-3944-5933

近藤クリニック 東京都文京区千石4丁目3番地16号 03-3944-1820

光永クリニック 東京都文京区千石4丁目4番地1号 03-3943-0270

水間クリニック 東京都文京区千石4丁目8番地1号 03-5976-7350

みらいメディカルクリニック茗荷谷 東京都文京区大塚1丁目4番地15号
アトラスタワー茗荷谷202 03-3943-0123

白土｀内科 東京都文京区大塚1丁目5番地18号
大伴ビル2B 03-5976-2100

森内科 東京都文京区大塚3丁目35番地8号
クリサンス小石川1階 03-3945-8188

東京健生病院 東京都文京区大塚4丁目3番地8号 03-3944-6116

やすだクリニック 東京都文京区大塚4丁目45番地4号 03-3945-5055

友成第二医院 東京都文京区大塚5丁目40番地18号
友成フォーサイトビル1F 03-3941-8583

おとわ内科・脳神経外科クリニック 東京都文京区音羽1丁目5番地17号 03-6662-7755

上田医院 東京都文京区音羽1丁目20番地15号 03-3943-0268

田中医院 東京都文京区関口1丁目1番地3号
プラザ飯田橋1階 03-3266-1407

江戸川橋さくらクリニック 東京都文京区関口1丁目1番地6号
新星ビル4F 03-5227-3433

神楽坂ホームケアクリニック 東京都文京区関口1丁目13番地14号
向井ビル2階3階 03-5227-7878

すずき医院 東京都文京区目白台1丁目23番地
7号 グリーンヒルズ目白台101 03-3941-1590

加藤内科胃腸科クリニック 東京都文京区本駒込6丁目1番地
21号 コロナ社第三ビル1F 03-5319-1470

三輪医院 東京都文京区千石4-26-8 03-5976-9933

三橋医院 東京都文京区小石川4-20-1
イトークリエイトビル6階 03-3816-3284

岡崎ハートクリニック 東京都文京区関口1-21-15 03-6280-8234

大塚診療所 東京都文京区大塚6丁目9番地10号 03-3947-5521

春日後楽園しのぶクリニック 東京都文京区小石川1丁目1番地7号　文京ガーデン　センターテラス202 03-3813-0022
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医療法人財団神経科　土田病院 東京都台東区上野桜木１丁目１２番
１２号 03-3822-2201

尾中内科 東京都台東区上野６丁目５番３号
尾中ビル2Ｆ 03-3833-5503

柿本内科小児科 東京都台東区根岸３丁目３番１８号 03-3874-5156

石川皮膚科 東京都台東区三ノ輪１丁目１０番６号 03-3872-8669

安倍医院 東京都台東区竜泉１丁目３４番１号 03-3873-3288

稲沢内科医院 東京都台東区根岸３丁目１４番１２号 03-3872-0512

医療法人社団賛天堂　津田胃腸科医院 東京都台東区台東３丁目１８番４号 03-3831-1540

医療法人社団　市村外科整形外科 東京都台東区台東４丁目２３番１０号
ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ御徒町１F 03-3831-3252

飯山医院 東京都台東区入谷１丁目７番７号 03-3872-7873

城所医院 東京都台東区北上野２丁目２６番
５号 03-3844-0510

吉田産婦人科医院 東京都台東区池之端２丁目５番
４４号 03-3821-3915

医療法人社団一順会　田村胃腸科外科 東京都台東区竜泉３丁目４２番１１号 03-3874-9981

清水医院 東京都台東区根岸４丁目１４番２０号 03-3872-3230

山本メディカルクリニック 東京都台東区上野６丁目８番７号 03-3836-3878

金井クリニック 東京都台東区下谷２丁目４番２号 03-3875-2761

医療法人社団　　知久内科クリニック 東京都台東区東上野３丁目２０番
１号 03-3833-5758

医療法人社団廣和会　藤本クリニック 東京都台東区上野桜木１丁目１０番
２２号 03-5685-2151

渡辺医院 東京都台東区竜泉１丁目１３番３号 03-3873-2680

武内クリニック 東京都台東区根岸５丁目１６番８号 03-3873-1202

岩佐医院 東京都台東区台東４丁目１番２号 03-3831-3807

三倉クリニック 東京都台東区上野１丁目１６番１６号
第２三倉ビル１F 03-5807-8171

医療法人社団尾泉会　つちやファミリークリニック 東京都台東区入谷２丁目２５番２号 03-3873-1375

医療法人社団浩佳会　かとう医院 東京都台東区根岸３丁目１２番１４号 03-5603-7161

東京保健生活協同組合　竜泉協立診療所 東京都台東区竜泉３丁目１番２号 03-3873-4373

上野内科クリニック 東京都台東区東上野４丁目１６番
６号 東西ビル東上野６F 03-5828-2711

上野医院 東京都台東区上野２丁目１１番１０号
小島ビル４F 03-3832-0076

森一貫堂医院 東京都台東区東上野２丁目１０番
１０号 03-3831-5830

医療法人社団成守会　成守会クリニック 東京都台東区松が谷３丁目１８番
５号 03-3847-8866

織田消化器科クリニック 東京都台東区下谷３丁目７番２号 03-3871-0822

医療法人社団同善会　同善会クリニック 東京都台東区三ノ輪２丁目１２番
１２号 03-3801-6180

塚本医院 東京都台東区上野６丁目２番５号 03-3831-8443

医療法人社団せいおう会　鶯谷健診センター 東京都台東区根岸２丁目１９番１９号 03-3873-9161

あやめ診療所 東京都台東区竜泉３丁目３２番３号 03-5824-8788

医療法人社団仁全会　谷口内科 東京都台東区竜泉１丁目１０番６号 03-3872-1369

柴原医院 東京都台東区池之端４丁目１１番
２号 03-3821-3658

医療法人社団雄翔会　あさひ上野クリニック 東京都台東区上野３丁目１６番４号
文行堂ビル２F 03-5818-7070

医療法人社団菊和会　谷中クリニック 東京都台東区谷中３丁目１３番１０号 03-3823-1261

桜木内科クリニック 東京都台東区上野桜木１丁目１０番
１１号 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ関Ｂ１ 03-3827-8401

医療法人社団協和医会　協和医院 東京都台東区台東４丁目８番５号
T＆T御徒町ビル４F 03-3835-0186

道川内科クリニック 東京都台東区入谷２丁目２４番１１号 03-3873-1271

医療法人社団ＫＤＥ　上野浅草通りクリニック 東京都台東区東上野５丁目１番３号
２階 03-5830-3112

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合健診・予防医療センター 東京都台東区東上野３丁目３番３号
プラチナビル２階 03-3833-7351

医療法人社団全仁会　上野病院 東京都台東区東上野３丁目２３番
４号 03-3833-8111

公益財団法人　ライフ・エクステンション研究所付属　永寿総合病院 東京都台東区東上野２丁目２３番
１６号 03-3833-8381

上野なかのクリニック 東京都台東区北上野１丁目９番
１３号 高松ビル1Ｆ 03-5828-3007

サンライズクリニック 東京都台東区東上野1-7-2
富田ビル２階 03-3836-3321

上野くろもんクリニック 東京都台東区上野１丁目９番２号
ビルボビル１階 03-6803-0115

ゆうレディースクリニック 東京都台東区東上野3-30-8-101 03-5817-8626

みのわ駅前クリニック 東京都台東区三ノ輪1-28-12
プラザM3F 03-3873-1234

社会福祉法人　浅草寺病院 東京都台東区浅草2-30-17 03-3841-3330

医療法人社団　哺育会　浅草病院 東京都台東区今戸2-26-15 03-3876-1711
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渡辺医院 東京都台東区西浅草2-20-1 03-3841-6502

行徳内科医院 東京都台東区蔵前4-3-7 03-3851-9000

医療法人社団　曽谷村医院 東京都台東区鳥越1-7-1 03-3851-2384

医療法人社団　椿診療所 東京都台東区日本堤1-6-11 03-3876-1718

医療法人社団　関戸クリニック 東京都台東区西浅草2-14-3 03-3844-8666

医療法人社団　四端会　浅草第一診療所 東京都台東区浅草4-33-7 03-3872-8617

医療法人社団　博腎会　野中医院 東京都台東区寿1-10-20 03-3844-0527 

島田クリニック 東京都台東区寿3-16-14寿ビル２F 03-3843-5356

医療法人社団　梅澤会　梅澤医院 東京都台東区千束2-20-2 03-3872-8230

医療法人社団　正徳会　滝口外科胃腸科整形外科 東京都台東区寿3-2-7 03-3844-2276

医療法人社団　博樹会　西クリニック 東京都台東区浅草橋5-5-10 03-3851-5959

医療法人社団　栄和会　浅草橋クリニック 東京都台東区浅草橋1-9-12
浅草橋駅前ビル8階 03-3866-9669

医療法人社団　青和会　井上整形外科 東京都台東区浅草4-41-6 03-3874-9521

医療法人社団　康裕会　浅草クリニック 東京都台東区浅草4-11-6 03-3876-3200

飯田クリニック 東京都台東区浅草1-35-9 03-3844-2072

大塚医院 東京都台東区浅草4-28-13 03-3873-2853

医療法人社団　健信会　磯野外科内科 東京都台東区駒形1-5-17 03-3843-5631

善平医院 東京都台東区東上野6-2-13 03-3843-7055

医療法人社団　黄龍会　小川こどもクリニック 東京都台東区浅草橋1-25-5
小川ハイム201 03-3861-2429

医療法人社団　光峰会　おのだ医院 東京都台東区今戸1-3-13
さくらコーポ201 03-3876-3818

医療法人社団　まこと会　服部医院 東京都台東区元浅草3-4-7 03-3842-1851

東京保健生活協同組合　蔵前協立診療所 東京都台東区三筋2-13-3 03-3865-0139

医療法人社団　雪風会　ふじ内科 東京都台東区小島2-18-15
御徒町オオツカビル2階 03-3864-1616

中村医院 東京都台東区雷門1-13-13 03-5806-2677

医療法人社団　静雅会　おがさわらクリニック内科循環器科 東京都台東区浅草橋1-35-6
小笠原ﾋﾞﾙ 2・3階 03-3865-2737

塩川内科医院 東京都台東区千束1-4-11 03-3872-0153

吉岡整形外科クリニック 東京都台東区浅草橋1-10-6 03-5822-5563

医療法人社団　雄星会　あさくさ雷門前クリニック 東京都台東区雷門2-11-8 03-5827-2700

医療法人社団　菊嶋クリニック 東京都台東区蔵前3-13-13
ＮＲビル3階 03-3851-3281

医療法人社団　英恵会　山田英明下町クリニック 東京都台東区西浅草3-16-6
岩岡ビル1階 03-5806-3077

くろす内科クリニック 東京都台東区清川2-8-11 03-3872-0298

医療法人社団　トータルライフ医療会　東京トータルライフクリニック 東京都台東区雷門2-6-3
ユニカ雷門ビル2階 03-5806-9871

医療法人社団　輝生会　たいとう診療所 東京都台東区元浅草1-6-17 03-5828-8051

四丁目クリニック 東京都台東区元浅草4-6-4
大塚ビル2階 03-5827-5678

育英クリニック 東京都台東区浅草橋2-26-13 03-3851-7753

医療法人社団　瑞生会　蔵前内科クリニック 東京都台東区蔵前1-8-6
リバーサイド蔵前 03-3864-8998

医療法人社団HIJ　元浅草いけだクリニック 東京都台東区元浅草4-7-22 03-3841-2121

東京保健生活協同組合　橋場診療所 東京都台東区橋場2-2-5 03-3875-8480

腰野医院 東京都台東区浅草5-2-13 03-3873-0726

浅草橋総合内科 東京都台東区浅草橋1-34-10
稲垣ビル1階 03-5822-5230

加藤メディカルクリニック 東京都台東区浅草7-3-8 03-5824-9090

医療法人社団　ルーチェ会　佐々木医院 東京都台東区浅草5-33-12 03-3872-6776

医療法人社団　心清会　浅草ファミリークリニック 東京都台東区寿2-10-11
MS田原町ビル3階 03-3841-5118

医療法人社団　桜心会　浅草ハートクリニック 東京都台東区花川戸1-13-15
SCRビル1階 03-6231-7581

医療法人社団　廣和会　浅草二天門クリニック 東京都台東区浅草2-34-7
グレイプス浅草2階 03-5830-0121

医療法人社団　医の森　医の森クリニック浅草橋 東京都台東区浅草橋1-30-9
ヒューリック浅草橋江戸通5階 03-5809-3601

医療法人財団　秀康会　東浅草クリニック 東京都台東区今戸2-14-5
K2-COURT浅草1階 03-3876-6671

医療法人社団　啓正会　本宮形成・整形外科 東京都台東区寿4-10-11
生井ビル2階 03-3841-4361

江戸通り　おだ内科・皮フ科 東京都台東区柳橋1-20-4
深代ビル3階 03-3862-4188

医療法人社団　蹊医会　蔵前かとう内科クリニック 東京都台東区蔵前3-4-9 蔵ビル3階 03-5809-2416

聖愛クリニック 東京都台東区浅草5-64-8
フュージョナル浅草ＦＯＲＥＳＴ 101 03-3874-5341
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医療法人社団　良月会　堀内科クリニック 東京都台東区浅草橋1-24-3
杉木立ビル3階 03-3861-8937

公益財団法人　ライフ・エクステンション研究所付属　永寿総合病院　柳橋分院 東京都台東区柳橋2-20-4 03-3851-9375

東京都台東区立　台東病院 東京都台東区千束3-20-5 03-3876-1001

浅草のもとクリニック 東京都台東区浅草3-7-7
アルファホームズ浅草1F 03-5603-8808

あさくさ田原町内科クリニック 東京都台東区寿2-10-11
MS田原町ビル2階 03-3841-1181

成寿クリニック 東京都台東区今戸2-28-9-201 03-5824-2266

あおぞら浅草クリニック 東京都台東区浅草6-9-2
コレクションホースロード2階 03-6802-4970

浅草橋駅前総合クリニック 東京都台東区浅草橋1-30-9
ヒューリック浅草橋江戸通5階 03-5809-3726

柳澤総合内科医院・浅草 東京都台東区花川戸1-14-18 03-3844-0668

十全医院 東京都台東区浅草4-16-7 03-5808-7872

Bene浅草レディース健診クリニック 東京都台東区花川戸1-4-1
浅草駅ビルEKIMISE7階 03-6802-7864

蔵前まえだクリニック 東京都台東区寿1-2-3　A・Ｔビル3階 03-5246-3361

医療法人社団真瑛会　かみじょうクリニック 東京都墨田区両国2-10-14
両国シティコア1F 03-5625-2666

医療法人社団愛恵会
湘南メディカル記念病院 東京都墨田区両国2-21-1 03-3634-6111

岡野整形外科 東京都墨田区両国3-20-8 03-3631-1088

医療法人社団つばさ　両国東口クリニック 東京都墨田区両国3-21-1
グレイスビル両国8F 03-5638-6073

はらクリニック 東京都墨田区両国4-31-14
アジアビル2F 03-3631-4560

医療法人社団翠松会　みどり整形外科クリニック 東京都墨田区緑1-14-2
柏原マンション101 03-5638-8181

東京シティクリニック両国 東京都墨田区緑1-14-4
両国TYビル9・10F 03-5638-3377

医療法人社団伯志会　関谷厚生堂医院 東京都墨田区緑2-2-3 03-3632-3022

唐澤医院 東京都墨田区立川1-12-13 03-3631-2336

松本医院 東京都墨田区立川3-16-9 03-3631-4514

医療法人社団　菊川橋クリニック 東京都墨田区菊川2-11-1 03-5600-2222

市川クリニック 東京都墨田区江東橋1-5-15 03-3631-7863

錦糸町しんえいクリニック 東京都墨田区江東橋1-16-2
チョーギンビル7F 03-6659-2267

道永医院 東京都墨田区江東橋2-12-3 03-3631-0903

黒沢内科胃腸科クリニック 東京都墨田区江東橋3-14-10 03-3631-9638

医療法人社団　新井医院 東京都墨田区江東橋4-16-1-3Ｆ 03-3632-3371

錦糸町シンシアクリニック 東京都墨田区江東橋4-27-14
楽天地ビル7階 03-3635-7077

医療法人社団シンシアエージェンシー　錦糸町内科ハートクリニック東京都墨田区江東橋4-27-14
楽天地ビル7F 03-6659-9001

サンクリニックブレストケアイムノケア 東京都墨田区江東橋5-3-13
写測ビル1F 03-5625-2067

増田外科医院 東京都墨田区横網1-12-24 03-3622-1004

社会福祉法人同愛記念病院財団　同愛記念病院 東京都墨田区横網2-1-11 03-3625-6381

すぎ内科クリニック 東京都墨田区亀沢1-5-9 03-5819-8820

きらく内科クリニック 東京都墨田区亀沢1-8-5
両国HANAWA BLDG 3Ｆ 03-5610-0385

垣田医院 東京都墨田区亀沢1-23-7 03-3624-8858

両国医院 東京都墨田区亀沢2-11-14 03-3624-3366

宮田内科クリニック 東京都墨田区石原3-19-1
早川ビル1F 03-6666-5266

石川医院 東京都墨田区本所3-20-3 03-3622-6694

医療法人社団　真和会　さとう内科クリニック 東京都墨田区本所4-13-3-1F 03-5819-6505

唐澤医院 東京都墨田区吾妻橋1-4-1 03-3622-6933

安達クリニック 東京都墨田区吾妻橋1-7-13
タマレジデンス吾妻橋タワービュー１Ｆ03-6456-1225

医療法人社団慶玉会　こだま内科 東京都墨田区吾妻橋2-3-9
ノエルビル1F 03-6423-1077

医療法人社団　清水クリニック 東京都墨田区錦糸3-2-1 03-3623-3311

医療法人社団　内田クリニック 東京都墨田区錦糸3-6-1-2F 03-5619-6050

医療法人社団ＴＨ会　大室医院 東京都墨田区太平3-2-7 03-3622-0629

きたづめクリニック 東京都墨田区太平3-10-6 03-5819-1221

社会福祉法人賛育会　賛育会病院 東京都墨田区太平3-20-2 03-3622-9191

医療法人社団明正会　墨田クリニック 東京都墨田区横川2-16-9 03-5637-5030

ほんま内科クリニック 東京都墨田区横川3-11-14-2階 03-6284-1953

医療法人財団　健愛会　クリニック柳島 東京都墨田区業平2-9-9 03-5619-5077
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鈴木整形外科 東京都墨田区業平4-13-5 03-3625-6637

医療法人社団慈徳会　隅田川診療所 東京都墨田区向島1-24-6 03-3626-5100

とうきょうスカイツリー駅前内科 東京都墨田区向島3-33-13
リョービビル4F 03-5809-7660

医療法人社団はせがわクリニック 東京都墨田区向島3-39-6 03-5637-1701

なりひら橋クリニック 東京都墨田区向島3-46-10-2F 03-3624-5324

大岩医院 東京都墨田区向島4-22-3 03-3625-5681

医療法人社団修豊会　佐々木医院 東京都墨田区向島5-33-2 03-3622-9598

長田医院 東京都墨田区東向島1-26-9 03-3611-7525

医療法人社団尽誠会　三浦内科医院 東京都墨田区東向島1-26-10 03-3611-0556

曳舟医院 東京都墨田区東向島2-7-7 03-3614-0080

医療法人社団伯鳳会
東京曳舟病院 東京都墨田区東向島2-27-1 03-5655-1120

医療法人社団敬枝会
ひきふね内科クリニック 東京都墨田区東向島2-39-10 03-3610-1101

向島医院 東京都墨田区東向島3-15-16 03-3611-4511

医療法人社団ふよう会中西整形外科内科 東京都墨田区東向島3-36-9 03-3618-9033

柏木クリニック 東京都墨田区東向島5-3-6 03-3619-6875

医療法人社団　清賀会　今里医院 東京都墨田区東向島5-10-12 03-3612-1234

医療法人財団積善会　積善会医院 東京都墨田区東向島6-6-13 03-3614-3629

こくほ内科クリニック 東京都墨田区東向島6-11-9 03-6657-0866

東向島クリニック 東京都墨田区東向島6-22-1 03-6657-1351

星医院 東京都墨田区東向島6-51-7 03-3611-5138

医療法人社団　松田内科医院 東京都墨田区東向島6-62-10 03-3611-1663

鈴木醫院 東京都墨田区東向島6-64-4 03-3611-6470

医療法人社団　石翔会
ガーデンプラザ石井クリニック 東京都墨田区堤通1-19-11-1Ｆ 03-3616-1413

大倉医院 東京都墨田区墨田1-10-4 03-3611-4077

高田医院 東京都墨田区墨田2-6-17 03-3612-1960

医療法人社団　桐原医院 東京都墨田区墨田3-17-12 03-3610-2130

医療法人財団　健愛会　すみだ共立診療所 東京都墨田区墨田3-41-15 03-3611-5545

医療法人社団石誠会　すみだ石橋クリニック 東京都墨田区墨田4-9-20 03-5631-6686

医療法人社団　木村医院 東京都墨田区墨田5-35-6 03-3618-5501

押上駅前松浦内科クリニック 東京都墨田区押上1-11-5 03-5637-9388

健生堂医院 東京都墨田区押上1-25-10 03-3622-2297

芳賀クリニック 東京都墨田区押上2-12-7
セトル中ノ郷2F 03-3622-9919

押上クリニック 東京都墨田区押上3-2-5 03-3619-6396

横山内科神経内科医院 東京都墨田区押上3-24-3 03-3612-2458

かわかみ内科外科クリニック 東京都墨田区京島1-22-2 03-6657-0220

さくらクリニック 東京都墨田区京島1-25-4
曳舟ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ105B 03-3616-0331

ファミリークリニックひきふね 東京都墨田区京島1-36-1-1階 03-3617-3333

医療法人社団　天辰会　むさし整形外科 東京都墨田区京島1-38-1-108 03-5631-7634

中央診療所 東京都墨田区京島3-4-4 03-3617-8131

中川医院 東京都墨田区京島3-43-10 03-3611-0014

医療法人社団　墨田中央病院 東京都墨田区京島3-67-1 03-3617-1414

卜部医院 東京都墨田区文花1-17-16 03-3610-0388

医療法人社団常壽会　髙石内科胃腸科 東京都墨田区文花1-21-1 03-3619-3221

髙石整形外科医院 東京都墨田区文花1-21-9 03-3619-5839

社会福祉法人恩賜財団　東京都済生会向島病院 東京都墨田区八広1-5-10 03-3610-3651

加藤診療所 東京都墨田区八広1-39-7 03-3611-0008

医療法人社団仁寿会　中村病院 東京都墨田区八広2-1-1 03-3612-7131

大越医院 東京都墨田区八広2-47-10 03-3611-4228

吉岡整形外科医院 東京都墨田区八広3-38-6 03-3618-0671

医療法人三紀会　小田医院 東京都墨田区八広4-3-2 03-3618-1864

医療法人社団正和会　平野診療所 東京都墨田区八広4-48-5 03-3611-7967
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医療法人社団十全会　加藤クリニック 東京都墨田区八広6-50-6 03-3617-1177

医療法人社団英治会　立花診療所 東京都墨田区立花1-23-2-104 03-3618-3171

医療法人社団緑翠会　小山医院 東京都墨田区立花1-23-5-116 03-3610-0580

医療法人社団ソフィア
厚生クリニック 東京都墨田区立花5-3-8 03-3611-0028

吾嬬医院 東京都墨田区立花5-26-8 03-3612-3475

医療法人立圭会　平野医院 東京都墨田区立花6-1-14-1F 03-3611-2947

愛和病院 東京都江東区東砂4-20-2 03-5634-5400

青木医院 東京都江東区千石2-8-10-1F 03-3644-5456

あおばクリニック 東京都江東区森下2-20-12-202 03-5669-8783

あかねクリニック 東京都江東区大島7-38-15 03-5875-3208

赤羽根医院 東京都江東区東砂2-11-27 03-3648-3622

アクアメディカルクリニック 東京都江東区亀戸3-14-4 03-3637-1851

あそか病院 東京都江東区住吉1-18-1 03-3632-0491

荒木医院 東京都江東区北砂2-14-17 03-3644-6312

アリオ北砂内科 東京都江東区北砂2-17-1-3F 03-6666-3245

稲見内科医院 東京都江東区大島5-8-1 03-3637-1800

岩井橋クリニック 東京都江東区北砂1-5-20-1F 03-3646-0550

ウェルネス木場公園クリニック 東京都江東区平野3-2-13 03-5245-7136

魚住整形外科 東京都江東区永代2-34-10 03-3643-0015

永代クリニック 東京都江東区永代2-37-22 03-3641-3055

扇橋診療所 東京都江東区三好4-7-10-1F 03-3630-1631

大井医院 東京都江東区古石場1-13-19-1F 03-3820-0137

大島医院 東京都江東区大島4-8-14 03-5609-6911

おおぞら太陽クリニック 東京都江東区北砂6-1-4 03-5857-0101

大手町さくらクリニックin豊洲 東京都江東区豊洲3-2-20-2F 03-3533-5582

おくむら医院 東京都江東区南砂2-6-3-2F 03-5653-2228

小野内科診療所 東京都江東区大島1-33-15-1F 03-3636-5505

葛西橋診療所 東京都江東区東砂5-3-4 03-3644-1688

かしわぎクリニック 東京都江東区東雲1-9-21-6-1F 03-3532-6600

かぶき内科 東京都江東区南砂3-8-10 03-3699-8087

鎌上医院 東京都江東区東砂4-9-2 03-3644-1023

亀戸駅前クリニック 東京都江東区亀戸5-1-6-1F 03-3636-1312

亀戸水神森クリニック 東京都江東区亀戸6-57-20-2F 03-5628-6767

亀戸内科クリニック 東京都江東区亀戸2-26-8-1F 03-5626-5600

神原医院 東京都江東区北砂7-3-17 03-3645-7351

北砂クリニック 東京都江東区北砂2-14-20 03-3640-5341

北原診療所 東京都江東区北砂5-16-1 03-5632-1991

木場病院 東京都江東区木場5-8-7 03-3642-0032

協和メディカルクリニック 東京都江東区北砂2-15-40 03-3648-4131

キヨス医院 東京都江東区常盤2-11-11 03-3631-3585

清澄白河ファミリークリニック 東京都江東区白河3-4-3-2F 03-5646-5060

金櫻堂医院 東京都江東区富岡1-22-28 03-3641-5434

クリニック東陽町 東京都江東区東陽2-4-26-2F 03-3615-5547

惠仁クリニック　 東京都江東区東砂2-5-7-2F 03-5606-3030

コアシティ東大島クリニック 東京都江東区大島9-5-1-1F 03-5628-2180

江東健診クリニック 東京都江東区亀戸6-41-10-1～6F 03-5858-8850

江東診療所 東京都江東区大島1-36-5-2F 03-3681-9509

江東病院 東京都江東区大島6-8-5 03-3685-2166

河野外科 東京都江東区亀戸4-17-8 03-3681-1501

五の橋タワークリニック 東京都江東区大島2-33-10-1F 03-5836-0088

小林クリニック 東京都江東区大島4-1-6-105 03-3684-0481
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小林内科クリニック 東京都江東区扇橋2-17-5 03-3699-5884

スマイルクリニック西大島 東京都江東区大島1-29-4-1F 03-3681-9747

さがみ外科胃腸科クリニック 東京都江東区大島9-5-1-1F 03-5628-1161

さくらハートクリニック 東京都江東区東陽4-5-15-3F 03-5665-2556

佐竹クリニック 東京都江東区大島7-38-30-2F 03-5875-2376

澤井クリニック 東京都江東区豊洲5-2-10-3F 03-5548-2629

サワイメディカルクリニック 東京都江東区北砂6-27-17 03-3615-0606

しおかぜクリニック 東京都江東区亀戸6-2-3-4F 03-3636-7606

潮見駅前内科クリニック 東京都江東区潮見2-7-1 03-6666-6966

篠宮クリニック 東京都江東区森下1-5-10-2F 03-3631-6393

寿康会診療所健診センタークリニック 東京都江東区南砂7-13-5 03-3615-3020

寿康会病院 東京都江東区北砂2-1-22 03-3645-9151

城東クリニック 東京都江東区扇橋3-5-7-1F 03-3699-1137

城東南砂医院 東京都江東区南砂7-1-25-2F 03-5690-7040

昭和大学豊洲クリニック 東京都江東区豊洲5-5-1-3F 03-3531-9920

鈴木医院 東京都江東区南砂1-9-9 03-3644-0749

鈴木クリニック 東京都江東区木場2-19-2-3F 03-3820-5005

鈴木病院 東京都江東区塩浜2-7-3 03-5617-5617

砂町診療所 東京都江東区東砂5-12-20 03-3646-1329

住吉内科・消化器内科クリニック 東京都江東区猿江2-16-5-3F 03-5638-1241

清湘会記念病院 東京都江東区亀戸2-17-24 03-3636-2301

第二服部医院 東京都江東区東陽3-5-5 03-6666-4756

大陽ビルクリニック 東京都江東区東陽3-23-6-1F 03-5635-5715

たかすな内科胃腸内科クリニック 東京都江東区東雲1-9-22 03-3536-3003

たち内科小児科クリニック 東京都江東区北砂5-20-8 03-6666-5133

天神通りクリニック 東京都江東区亀戸3-46-2-1F 03-5628-1311

東京有明医療大学附属クリニック 東京都江東区有明2-9-1 03-6703-7003

東京イースト２１クリニック 東京都江東区東陽6-3-2-2F 03-5632-3821

東京城東病院 東京都江東区亀戸9-13-1 03-3637-0945

東西線メディカルクリニック 東京都江東区門前仲町1-4-8-9F 03-3643-0077

東峯婦人クリニック 東京都江東区木場5-3-10 03-3630-0303

東陽町駅前クリニック 東京都江東区東陽3-27-17-3F 03-5665-2381

東陽町南砂みやけ内科 東京都江東区南砂2-32-5-2F 03-5632-8800

とみおか医院 東京都江東区富岡1-26-20-2F 03-3642-7757

豊島医院 東京都江東区亀戸8-8-8 03-3681-8010

豊洲寺沢クリニック 東京都江東区豊洲2-5-3-1F 03-6273-2030

とよす内科クリニック 東京都江東区豊洲4-2-2-2F 03-5144-5155

豊洲ベイサイド内科外科 東京都江東区豊洲5-6-29-1F 03-5560-3331

永岡クリニック 東京都江東区大島5-51-10-101 03-6802-9585

中澤医院 東京都江東区南砂7-4-4 03-3644-7670

中沢内科 東京都江東区森下4-11-5-2F 03-5600-3277

西大島駅と亀戸駅の間のいわぶち内科と泌尿器科のクリニック 東京都江東区大島3-4-3-2F 03-3683-3137

野木村医院 東京都江東区森下4-9-12 03-3634-6626

服部医院 東京都江東区東陽3-1-7 03-3644-4756

林内科クリニック 東京都江東区大島3-14-14 03-3681-5565

ビーハッピークリニック 東京都江東区大島7-1-18-1F 03-3685-8112

ひらの亀戸ひまわり診療所 東京都江東区亀戸7-10-1-2F 03-5609-1823

ひろた医院 東京都江東区深川1-5-3-2F 03-3641-6615

びやじま内科医院・大島駅前 東京都江東区大島5-36-7-2F 03-5628-0571

深川ギャザリアクリニック 東京都江東区木場1-5-25-S3F 03-5653-3500

深川クリニック 東京都江東区三好2-15-10 03-3630-0003
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深川安江クリニック 東京都江東区深川2-14-11 03-3642-2505

福井クリニック 東京都江東区猿江2-6-11 03-3631-0855

藤川クリニック 東京都江東区木場5-3-7-6F 03-3820-9770

藤川内科・呼吸器内科クリニック 東京都江東区大島4-6-21-101 03-5627-7700

藤﨑病院 東京都江東区南砂1-25-11 03-3648-2111

船山内科 東京都江東区富岡1-13-14-1F 03-3630-1056

ふるたに医院 東京都江東区清澄3-4-11-2F 03-3820-8207

本田医院 東京都江東区住吉2-11-1 03-3631-9457

正井診療所 東京都江東区海辺12-11 03-3644-0943

正木医院 東京都江東区北砂7-1-25 03-3644-5794

まつもとメディカルクリニック 東京都江東区大島5-7-5-4F 03-3636-3637

南砂メディカルクリニック 東京都江東区南砂2-3-19 03-3647-0770

南塚内科医院 東京都江東区北砂4-24-11 03-3644-0068

みね内科・消化器科 東京都江東区大島1-1-5-2F-D 03-5628-2388

宮方クリニック 東京都江東区大島6-9-11 03-3685-4100

みやたけクリニック 東京都江東区東砂4-23-6 03-5677-3232

望月内科クリニック 東京都江東区高橋13-2-1F 03-5669-1531

森崎医院 東京都江東区東陽4-10-2-1F 03-3645-1493

森下駅前クリニック 東京都江東区森下1-16-7-1F 03-6666-9335

門前仲町内科クリニック 東京都江東区門前仲町1-6-11-3F 03-5875-8884

柳沢ファミリークリニック 東京都江東区北砂5-14-3-1F 03-6458-7818

吉田まゆみ内科 東京都江東区古石場2-14-1-2F 03-5646-8080

吉村内科 東京都江東区亀戸2-42-7 03-3682-0209

六地蔵クリニック 東京都江東区南砂2-28-7 03-5690-7651

わかたけクリニック 東京都江東区亀戸9-34-1-1F 03-5836-7127

わたなべ内科胃腸科 東京都江東区東砂7-19-13-1Ｆ 03-5617-1150

わらび内科・ペインクリニック 東京都江東区亀戸3-2-13 03-3681-2535

北品川　藤クリニック 東京都品川区北品川1-23-18
海文堂ビル1Ｆ 03-6433-9957

北品川　藤サテライトクリニック 東京都品川区北品川1-24-26 03-3471-9957

北品川クリニック 東京都品川区北品川1-28-15 03-3474-1351

嶋本皮膚科内科医院 東京都品川区北品川2-8-6 03-3472-6233

のぞみクリニック 東京都品川区北品川2-9-12 03-5769-0355

上野医院 東京都品川区北品川2-18-2 03-3471-3075

千葉医院 東京都品川区北品川2-20-6 03-3471-3493

みやざきＲＣクリニック 東京都品川区北品川2-23-2-3Ｆ 03-5460-1159

品川区医師会健診センター 東京都品川区北品川3-7-25 03-3474-5609

大崎消化器内科クリニック 東京都品川区北品川5-4-1
大崎ブライトプラザ2Ｆ 03-5791-3388

大崎病院　東京ハートセンター 東京都品川区北品川5-4-12 03-5789-8100

伊藤内科 東京都品川区北品川5-8-15-2F 03-3440-5616

らんレディースクリニック 東京都品川区北品川6-5-27 03-5792-5617

天王洲内科医院 東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲CS棟2F233号03-6712-0086

東京シーフォートスクエアクリニック 東京都品川区東品川2-3-10
シーフォートスクエア2Ｆ217 03-6712-8018

東品川クリニック 東京都品川区東品川3-18-3　　　　　　神興ビル3Ｆ 03-3472-6684

品川シーサイドセントラルクリニック 東京都品川区東品川4-12-6
品川シーサイドキャナルタワー1F 03-3458-2121

さかうえ内科クリニック 東京都品川区東品川4-12-8
品川シーサイドイーストタワーB1 03-5715-5977

品川診療所 東京都品川区南品川1-7-15 03-3472-0369

さとうクリニック 東京都品川区南品川2-17-25
菱倉ビル2F 03-3450-0010

柴田内科・消化器科クリニック 東京都品川区南品川3-5-8 03-5783-3050

南品川スマートクリニック 東京都品川区南品川3-6-36
南品川フラッツ1Ｆ 03-6810-3375

医聖よろずクリニックあおよこ院 東京都品川区南品川3-6-39 03-3472-1188

梅沢医院 東京都品川区南品川5-3-22 03-3474-5367
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みんなのクリニック大井町 東京都品川区南品川6-15-5 03-6433-0280

たかせクリニック 東京都品川区西品川1-10-1
高浜レジデンス105 03-3492-8559

三ツ木診療所 東京都品川区西品川2-13-20 03-3779-0031

めぐみクリニック目黒２ 東京都品川区上大崎2-12-2
ミズホビル3F 03-5422-8391

目黒みらい内科クリニック 東京都品川区上大崎2-13-26
メイプルトップビル 3F 03-6721-6672

目黒東ロレディースクリニック 東京都品川区上大崎2-14-9
目黒東誠ビル8F 03-5798-7677

目黒外科 東京都品川区上大崎2-15-18
目黒東豊6F 03-5420-8080

目黒西口クリニック 東京都品川区上大崎2-17-2
JR目黒グリーンビル 6F 03-3492-2660

遠藤医院 東京都品川区上大崎2-24-13-305 03-3492-6422

武藤クリニック 東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア2F 03-5449-4070

舘内記念診療所 東京都品川区上大崎3-5-2　　　　　　　ﾘｰﾄﾞｼｰ目黒ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ3F 03-3446-8686

上大崎クリニック 東京都品川区上大崎3-10-7 03-3440-6311

ＫＡＲＡＤＡ内科クリニック 東京都品川区西五反田1-2-8　　　　　　　　　　　　　FPG links GOTANDA10Ｆ03-3495-0192

田口クリニック 東京都品川区西五反田1-25-5 03-6417-4155

吉田整形外科医院 東京都品川区西五反田1-32-11
オークラビル 6F 03-3491-5763

田谷クリニック 東京都品川区西五反田2-12-9-1F 03-3491-2348

五反田内科糖尿病クリニック 東京都品川区西五反田2-19-2
荒久ビル1Ｆ 03-6420-0440

やまざきクリニック 東京都品川区西五反田3-6-6
ｹｱﾎｰﾑ西五反田1F 03-5435-1071

おおさわ胃腸肛門内視鏡クリニック品川 東京都品川区西五反田3-10-12
TFX五反田ビル3Ｆ 03-5487-1030

渡辺眼科 東京都品川区西五反田3-10-12
TFX五反田ビル3Ｆ 03-3493-8181

わたなベクリニック 東京都品川区西五反田4-3-1
かむろ坂サンハイツ1階　A 03-5759-6789

しむら医院 東京都品川区西五反田5-9-6
矢崎ビル2F 03-5437-2240

友安医院 東京都品川区西五反田5-9-16 03-3491-5381

三浦医院 東京都品川区西五反田5-10-6-104 03-3492-5225

大崎広小路内科 東京都品川区西五反田8-4-15
グリンデル広小路 4F 03-6420-0228

阿部病院 東京都品川区東五反田1-6-8 03-3447-4777

村木医院 東京都品川区東五反田1-10-3 03-3447-6292

ハピコワクリニック五反田 東京都品川区東五反田1-22-6
五反田さくらビル5Ｆ 03-3444-8158

シティクリニック 東京都品川区東五反田2-2-16
フクヤビル 3F 03-3440-2778

サザンガーデンクリニック 東京都品川区東五反田2-10-1-202 03-5791-3636

上竹医院 東京都品川区東五反田2-19-1 03-3447-0703

心越クリニック 東京都品川区東五反田2-21-11　　　　　　　　DIKマンション五反田221号室03-3447-1155

五反田泌尿器科内科　すどうクリニック 東京都品川区東五反田4-11-6
クレスト五反田ビル2階B号 03-6432-5785

東五反田クリニック 東京都品川区東五反田4-11-12
パラドール池田山 102 03-3280-6762

竹内胃腸内科医院 東京都品川区東五反田5-27-3
第２野村ビル3F 03-5421-7149

清水内科眼科医院 東京都品川区東五反田5-27-6-3F 03-3443-0772

三穂クリニック 東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビル 2F 03-5436-8600

ゲートシティ大崎メディカルクリニック 東京都品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウェストタワー 4F 03-5437-5874

ＴｈｉｎｋＰａｒｋ消化器クリニック 東京都品川区大崎2-1-1 　　　　　　　　　　　　　　ThinkPark Tower 3F03-5745-3088

ＴｈｉｎｋＰａｒｋハートクリニック 東京都品川区大崎2-1-1 　　　　　　　　　　　　　　ThinkPark Tower 3F03-5745-0737

大崎　女性のためのクリニック 東京都品川区大崎2-1-1 　　　　　　　　　　　　　　ThinkPark Tower 3F03-5745-3077

三水会クリニック 東京都品川区大崎2-5-15 03-3491-1633

大崎医院 東京都品川区大崎2-6-9 03-3493-1010

江クリニック　歯科　産婦人科　内科 東京都品川区大崎5-7-14-101 03-3491-3073

おりしきみつるクリニック 東京都品川区東大井2-19-11 03-5762-2789

酒寄医院 東京都品川区東大井2-26-3 03-3761-3250

小澤医院 東京都品川区東大井3-1-18 03-3298-0088

林医院 東京都品川区東大井3-21-12 03-3761-7780

大井クリニック 東京都品川区東大井5-1-7-１F 03-6433-1463

長谷川皮膚科内科医院 東京都品川区東大井5-2-3
おおい元気館3Ｆ 03-3472-2070

こうの内科クリニック 東京都品川区東大井5-11-2 03-6712-8750
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星野医院 東京都品川区東大井6-16-8 03-3761-3575

京浜中央クリニック 東京都品川区南大井1-1-17 03-3763-6706

大森海岸やまもと眼科　内科 東京都品川区南大井3-33-10
NORIビル3階 03-3765-4113

石井診療所 東京都品川区南大井4-5-6 03-3761-5477

佐川医院 東京都品川区南大井4-8-12 03-3761-8580

ふなはしハートヘルスクリニック 東京都品川区南大井6-11-11-101 03-3298-2784

武越内科クリニック 東京都品川区南大井6-20-8
リードシー大森ビル2F 03-5471-0390

高根クリニック 東京都品川区南大井6-25-14
OSKビル 3F 03-3765-7767

かえで内科・消化器内視鏡クリニック　品川大井町院 東京都品川区大井1-2-1　　　　　　　　　アトレ大井町5F 03-5709-7776

大井町とうまクリニック 東京都品川区大井1-16-2
ﾌﾞﾘﾘｱ大井町ﾗｳﾞｨｱﾝﾀﾜｰ2F 03-5718-4080

大井町整形外科・外科クリニック 東京都品川区大井1-23-1
カクタビル5・6Ｆ 03-6303-8311

名和内科クリニック 東京都品川区大井1-23-7
大井町駅前三井ビル2Ｆ 03-5718-3003

おおいまち消化器外科クリニック 東京都品川区大井1-31-12
ユウビル2Ｆ 03-3777-9206

平田内科泌尿器科クリニック 東京都品川区大井1-35-11 03-5718-0120

大井町駅前クリニック 東京都品川区大井1-49-15
YK-17ビル7F 03-3776-9611

ファミリークリニック品川 東京都品川区大井1-55-6
牧ビル201号室 03-6424-4439

大井町なかじま眼科・内科 東京都品川区大井2-1-1
大井2丁目メディカルセンター１階 03-3785-1255

白井クリニック 東京都品川区大井2-4-1 03-3771-7265

林耳鼻咽喉科医院 東京都品川区大井3-6-12
NAビル１F 03-3778-3341

柿島医院 東京都品川区大井3-21-10
パレスハーゼル1F 03-3775-5171

はせがわ内科クリニック 東京都品川区大井3-25-13 03-3775-1311

大村病院 東京都品川区大井3-27-11 03-3773-0102

はやしクリニック 東京都品川区大井4-5-7 03-3778-5941

大西クリニック 東京都品川区大井5-5-30 03-3775-1241

安澤医院 東京都品川区大井5-14-4 03-3772-5757

東田医院 東京都品川区大井5-15-16 03-3772-6521

浅野医院 東京都品川区大井6-21-5 03-3771-2692

藤川医院 東京都品川区大井7-29-2 03-3771-1764

安藤脳神経外科・内科クリニック 東京都品川区西大井1-1-1
Jタワー西大井 204 03-5742-1990

西大井内科 東京都品川区西大井1-4-25
コアスタ－レ西大井第一ビル2階 03-3775-2401

いしい医院 東京都品川区西大井3-6-17 03-3771-3933

金城医院 東京都品川区西大井4-2-5 03-3772-1660

ふじいクリニック 東京都品川区西大井4-15-4-1F 03-5718-1417

萩沢医院 東京都品川区西大井5-9-20 03-3774-4946

永津クリニック 東京都品川区八潮5-8-47-103 03-3790-3511

川村内科クリニック 東京都品川区八潮5-8-47-105 03-3799-1577

東京シティクリニック品川 東京都品川区八潮5-10-27
パトリア品川別館2階 03-3790-2551

八潮クリニック 東京都品川区八潮5-12-68-101 03-3799-0521

吉原医院 東京都品川区戸越5-8-5 03-3781-4030

松永医院 東京都品川区戸越3-7-6 03-3781-6863

和田外科医院 東京都品川区平塚1-8-18 03-3781-4936

栗原医院 東京都品川区荏原2-10-13 1F 03-3781-0530

たごファミリークリニック 東京都品川区平塚2-15-15　3F 03-3785-5250

原医院 東京都品川区平塚1-17-6
グリーンパレス戸越201 03-3784-1123

青柳医院 東京都品川区豊町1-4-15
第一青柳ビル1階・2階 03-3788-0801

秋津医院 東京都品川区戸越3-1-2
イマールビル2F 03-5749-2062

まつばらクリニック 東京都品川区平塚3-3-13 1F 03-5751-8501

荏原内科・外科クリニック 東京都品川区荏原2-3-8-MY品川ビル201 03-5751-7470

水野整形外科 東京都品川区豊町1-4-17
グリンデル戸越1F 03-5913-9545

戸越銀座駅近内科クリニック 東京都品川区平塚1-7-16
カスタリア戸越駅前1F 03-5749-1054

戸越泌尿器科内科クリニック 東京都品川区豊町1-3-17
山崎ビル１階 03-5788-6120
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もちづき内科クリニック 東京都品川区戸越4-9-12
ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ戸越１階 03-6426-2711

戸越脳神経外科クリニック 東京都品川区戸越1-7-1
東急戸越ビル1Ｆ 03-5751-7333

戸越皮膚科クリニック 東京都品川区戸越3-1-2
イマールビル3F 03-3788-0005

森山医院 東京都品川区西中延2-8-8 03-3781-4758

小川医院 東京都品川区中延6-9-18 03-3781-7606

武藤医院 東京都品川区中延2-2-9 03-3781-6829

えばらサンクリニック 東京都品川区中延2-9-22　1F 03-3786-0012

前田医院 東京都品川区東中延2-6-3 03-3781-6761

内野医院 東京都品川区中延1-8-7 03-3784-1456

中村医院 東京都品川区中延6-4-17 03-3784-0128

ツマキ医院 東京都品川区西中延1-9-13 03-3781-1570

松本クリニック 東京都品川区中延4-5-10 03-3784-9100

荏原中延クリニック 東京都品川区中延2-15-5 03-3784-7013

高山クリニック 東京都品川区中延5-4-11 03-5750-0078

徳丸クリニック 東京都品川区中延3-8-10 03-5749-7090

松永クリニック 東京都品川区中延5-7-10 03-5749-2127

仲田クリニック 東京都品川区東中延2-9-7 03-5749-5117

なかのぶクリニック 東京都品川区東中延2-10-11
智勇第2ビル3F 03-5749-3215

昭和通り内科診療所 東京都品川区西中延2-17-3
渡部ビル１F 03-3784-5821

こみね循環器科・内科クリニック 東京都品川区中延5-13-16
1Ｆ 03-5750-6355

かしわせクリニック 東京都品川区中延5-7-5 03-5751-8556

相原内科クリニック 東京都品川区中延3-7-8 03-5749-4110

あじさい診療所 東京都品川区東中延1-1-7
カーサ東中延1F 03-5750-6070

森山リハビリテーションクリニック 東京都品川区西中延1-11-17 03-6426-7318

羽尾皮フ科クリニック 東京都品川区中延5-2-2
ｻﾞ・ﾊﾟｰｸハウス品川荏原町204 03-6426-1803

もり脳神経外科クリニック 東京都品川区中延5-2-2
ｻﾞ・ﾊﾟｰｸハウス品川荏原町201 03-3788-1777

大高小児科醫院 東京都品川区西中延1-2-23 03-6426-6070

黒須医院 東京都品川区荏原3-3-11 03-3781-0552

舘医院 東京都品川区小山2-12-10 03-3782-8088

小山中央診療所 東京都品川区小山3-1-10 03-3712-3415

カネコクリニック 東京都品川区小山台1-22-8
昭和ビル1F 03-3716-8577

和光医院 東京都品川区小山4-8-1 03-3784-6131

石井クリニック 東京都品川区荏原4-7-10 03-5750-4118

穂坂クリニック 東京都品川区小山3-24-6 03-3781-1351

ひだ整形外科 東京都品川区小山台1-21-15
ロイヤルガーデン武蔵小山102 03-3760-3454

サンタハウスこどもクリニック 東京都品川区小山3-1-2 1F 03-3719-5533

青山セントラルクリニック 東京都品川区小山台1-24-1 03-6303-0818

武蔵小山駅前　ままた内科クリニック 東京都品川区小山3-27-1-202 03-3787-3109

武蔵小山腎泌尿器クリニック 東京都品川区小山4-3-12
TK武蔵小山ﾋﾞﾙ2階 03-6426-2832

ムッシュロータ武蔵小山医院 東京都品川区荏原3-7-12-101 03-6413-5735

千葉内科歯科クリニック 東京都品川区二葉2-2-2 03-3781-2053

横山外科内科 東京都品川区二葉2-3-1 03-3786-0061

丸山医院 東京都品川区戸越4-6-19 03-3781-8220

源明クリニック 東京都品川区二葉3-1-16 03-5498-0611

ゆたか診療所 東京都品川区豊町4-18-21 03-3781-4723

二葉医院 東京都品川区二葉1-7-9 03-3782-2748

木内医院 東京都品川区豊町6-7-1 03-3781-4771

さえきクリニック 東京都品川区戸越6-4-3 03-5749-5821

依田医院 東京都品川区戸越6-7-26-201 03-3781-2865

伊藤クリニック 東京都品川区豊町6-11-8 03-3783-1020

麦谷医院 東京都品川区戸越5-7-20
LAPﾋﾞﾙ1F 03-3785-3175
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こうざき医院 東京都品川区二葉1-21-16 03-3783-1781

なるき内科クリニック 東京都品川区二葉3-26-6
ヴィラ西大井101 03-5702-2255

和田整形外科 東京都品川区戸越6-8-20 03-5498-2555

二葉クリニック 東京都品川区二葉4-18-2 03-3787-2881

すずき内科クリニック 東京都品川区二葉1-8-7 03-3786-4410

戸越パーククリニック 東京都品川区豊町6-10-4
西豊ビル１F 03-3784-1054

とごし公園内科クリニック 東京都品川区戸越5-11-8 03-3784-2112

小野内科 東京都品川区荏原5-16-19 03-3781-9580

山内クリニック 東京都品川区小山5-17-4 1F 03-3781-2890

平間整形外科・内科クリニック 東京都品川区旗の台6-33-8 03-3781-0066

西川医院 東京都品川区旗の台4-1-5
メイプル旗の台　1F 03-3781-7825

さいとうファミリークリニック 東京都品川区旗の台1-8-3 03-3786-0146

田辺小児科医院 東京都品川区旗の台6-30-1 03-3785-9003

旗の台病院 東京都品川区旗の台5-17-16 03-3781-1108

武藤医院 東京都品川区小山5-22-2 03-3787-7184

田中クリニック 東京都品川区旗の台2-1-16
KGMHILLS2F 03-3786-8353

さかもと整形外科 東京都品川区旗の台4-4-2 03-5751-5566

清田クリニック 東京都品川区小山6-5-2
ウエストヒルズ2 2F 03-3783-5455

医療法人社団悠日健
野本内科クリニック 東京都品川区小山6-3-9
ウエストヴィレッジビルディング3F 03-5749-3300

はるクリニック西小山 東京都品川区小山6-1-1 03-5794-8630

みしま内科 東京都品川区旗の台5-8-5 03-6426-7728

全日本労働福祉協会旗の台健診センター 東京都品川区旗の台6-16-11 03-3783-9411

旗の台内科・救急クリニック 東京都品川区旗の台2-1-29 03-6426-1889

旗の台アレルギー・こどもクリニック 東京都品川区旗の台2-1-22
もとまる2号館2F 03-5749-1937

まるごと在宅ケアクリニック 東京都品川区豊町4-6-7-101 03-6426-8341

中延医院 東京都品川区中延2-8-12 03-3787-6006

医療法人社団ルーク会　むさしこやま駅前内科・糖尿病クリニック 東京都品川区小山3-14-1
シティタワー武蔵小山2F 03-6426-6123

コトコトクリニック 東京都品川区中延５-７－３
Green　Spec　荏原町１F 03-6426-2363

（医社）目黒厚生会本田病院 東京都目黒区 柿の木坂1-30-5  03-3718-9731

松島内科 東京都目黒区 五本木1-16-12  03-3712-1685

野口クリニック 東京都目黒区原町1-17-1  03-3712-3863

曽野医院 東京都目黒区緑が丘1-22-3  03-3723-2886

（医社）加藤内科クリニック 東京都目黒区上目黒3-1-14
メイツ中目黒  03-3792-8710

渡久地クリニック 東京都目黒区碑文谷6-8-3  03-3712-0872

（医社）藤田医院 東京都目黒区碑文谷6-4-10  03-3712-6731

吉田整形外科医院 東京都目黒区上目黒3-11-5
井関ビルＢ１Ｆ  03-3792-2222

（医社）目黒中町クリニック 東京都目黒区中町2-3-3  03-3712-2361

木野クリニック 東京都目黒区洗足2-18-4
ウイン洗足  03-5721-3788

森田レディスクリニック 東京都目黒区中目黒1-1-18
イーストヒル2Ｆ  03-3760-0256

（医社）法山会山下診療所自由が丘 東京都目黒区自由が丘1-30-3
東急ビル7F  03-3724-3811

（医社）田中舘医院 東京都目黒区 駒場1-28-6  03-3466-0369

（医社）岩畔会学芸大駅前クリニック 東京都目黒区鷹番2-20-10
学大80ビル３Ｆ  03-3793-8170

（医社）泰祥会清水クリニック 東京都目黒区上目黒5-19-40  03-3715-3290

（医社）八木クリニック 東京都目黒区自由が丘2-16-26  03-3717-2283

（医社）梨慶会山内クリニック 東京都目黒区自由が丘1-15-19  03-3723-7717

河口クリニック 東京都目黒区下目黒3-4-2
タムラビル2Ｆ  03-3716-0706

河井クリニック 東京都目黒区中根1-3-9
森戸ビル2Ｆ  03-5701-6688

（医社）育謙会小林耳鼻咽喉科内科クリニック 東京都目黒区下目黒6-18-26  03-3712-4970

（医社）恒和会仲村医院 東京都目黒区五本木1-8-9  03-3712-7776

平川医院 東京都目黒区洗足1-9-10  03-3712-5968

（医社）片山内科 東京都目黒区洗足2-25-14  03-3781-0085
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西小山診療所 東京都目黒区目黒本町6-6-8 03-3715-9141

（医社）田口医院 東京都目黒区碑文谷6-7-4
ＫＹレジデンス101  03-3714-0188

ふくしま内科こどもクリニック 東京都目黒区八雲1-4-17  03-5731-2201

（医社）邦仁会足高・森内科クリニック 東京都目黒区東山1-4-4
目黒東山ビル2Ｆ  03-3710-2077

（医社）村林会村林クリニック 東京都目黒区目黒3-1-7-202  03-3715-0138

メディカルクリニック中目黒 東京都目黒区上目黒2-15-14
ＡＫビル７Ｆ  03-5722-2660

小山内科消化器科クリニック 東京都目黒区上目黒3-2-2
フジビル2Ｆ  03-5725-5570

麗華クリニック 東京都目黒区中根2-13-11
コンパウンド中根2Ｆ  03-3724-4487

小西医院 東京都目黒区目黒本町4-14-19  03-5768-5541

東が丘クリニック 東京都目黒区東が丘1-17-18  03-3421-5093

柿の木坂クリニック 東京都目黒区柿の木坂2-8-14
柿の木坂ビル  03-5726-3422

やまなか内科クリニック 東京都目黒区緑が丘3-9-32  03-3748-8739

福田医院 東京都目黒区中目黒3-22-11  03-3712-2868

（医社）城南会西條クリニック鷹番 東京都目黒区鷹番3-16-9  03-5704-6771

友成クリニック 東京都目黒区目黒4-10-10  03-3715-1181

いいがやクリニック 東京都目黒区緑が丘3-2-3  03-5729-0220

花谷クリニック 東京都目黒区下目黒2-18-3
花谷ビル2Ｆ  03-5759-6970

（医社）喜明会奈良橋医院 東京都目黒区中町2-20-7  03-3712-5088

学芸大学ファミリークリニック 東京都目黒区鷹番3-15-23-2Ｆ  03-5768-3930

ノタニクリニック 東京都目黒区中目黒4-5-17-1Ｆ  03-5721-3555

（医社）順信会目黒整形外科内科 東京都目黒区目黒本町6-1-2
友愛ビル  03-5725-3677

ひもんや内科・消化器科診療所 東京都目黒区碑文谷2-6-24
トキワフラット  03-5704-0810

（医社）弘友会下目黒歯科，内科 東京都目黒区中町1-6-13  03-3760-8877

ひまわり井田クリニック 東京都目黒区目黒3-14-3  03-3791-7650

板津医院 東京都目黒区東山3-12-1
コジマビル２Ｆ  03-5768-0808

たけまさクリニック 東京都目黒区祐天寺2-15-6
S.FLAT1F  03-5768-1336

（医社）優愛会目黒ゆうあいクリニック 東京都目黒区中町2-30-5 敦岡ビル  03-3710-6119

すわやまクリニック 東京都目黒区上目黒3-23-7  03-3714-6692

（医社）ＪＳＫ田中レディスライフクリニック 東京都目黒区目黒3-10-2  03-3793-1997

磯村クリニック 東京都目黒区八雲1-10-17  03-3723-8841

今井医院 東京都目黒区鷹番3-15-4-1Ｆ  03-3712-3481

（医社）慈樹会学芸大駅前整形・形成外科 東京都目黒区鷹番2-21-11
プラザ鷹番２Ｆ  03-5794-8811

（医社）秀慶会中目黒四家クリニック 東京都目黒区上目黒1-18-4 ３Ｆ  03-3711-4805

駒場クリニック 東京都目黒区駒場2-4-5
ＫＤマンション  03-6279-7557

おおはしさくらクリニック 東京都目黒区大橋2-23-1
西渋谷ハイウェービル５Ｆ  03-6277-1017

（医社）イートス会洗足整形・形成外科 東京都目黒区 洗足2-7-15
キューブ洗足202  03-5704-7733

あだち内科クリニック 東京都目黒区東が丘2-14-1  03-5779-0810

中山医院 東京都目黒区八雲1-11-21  03-3723-0768

（医社）糖祐会ゆうてんじ内科 東京都目黒区五本木1-13-12
ルミックス祐天寺1Ｆ  03-5724-5222

目黒医療生活共同組合上目黒診療所 東京都目黒区上目黒4-4-21  03-3715-2271

新津医院 東京都目黒区目黒4-10-5  03-5876-5175

（医社）ひばり会あおば医院 東京都目黒区東山1-1-2
東山ビル2Ｆ  03-3711-7785

自由が丘本間内科クリニック 東京都目黒区自由が丘1-22-8  03-3717-4201

新川クリニック 東京都目黒区鷹番3-15-17  03-3716-8817

（医社）光晶会武田医院 東京都目黒区八雲3-5-3  03-5726-1122

（医社）ファーストムーブメント木村メディカルクリニック 東京都目黒区五本木3-25-15
ハウス五本木  03-5773-6880

久保医院 東京都目黒区上目黒4-30-5  03-3715-0117

（医社）敬慧会村上医院循環器科・内科 東京都目黒区碑文谷1-4-7  03-3712-6885

伊藤小児科・アレルギー科 東京都目黒区緑が丘3-8-8  03-3729-1312

成子クリニック 東京都目黒区上目黒3-3-14 ２Ｆ  03-3714-7177

アイメディカルクリニック 東京都目黒区中根1-7-3
オフィス都立大学ビル4Ｆ  03-3725-3748

東京都23



実施機関名 所在地 電話番号

（医社）恵俊会こんどう医院 東京都目黒区目黒本町5-27-17-101  03-5768-7317

ふるかわメディカルクリニック 東京都目黒区八雲5-15-5  03-6459-5539

田中医院 東京都目黒区下目黒2-22-8  03-3491-7606

都立大よしだクリニック 東京都目黒区中根2-12-3
ソフィア都立大1Ｆ  03-3724-3391

（医社）めぐみ会自由が丘メディカルプラザ 東京都目黒区自由が丘2-11-16
日能研自由が丘ビル2Ｆ  03-6421-1080

（医社）鵲志会中目黒アトラスクリニック 東京都目黒区上目黒1-26-1
中目黒アトラスタワー4Ｆ  03-5773-5570

柴若医院 東京都目黒区洗足1-14-2  03-3712-1088

駒沢ハートクリニック 東京都目黒区八雲5-9-21
駒沢マンション102  03-5726-3322

（医社）まなの会マミーズクリニック 東京都目黒区中町1-27-17  03-5725-4970

目黒溝口クリニック 東京都目黒区目黒1-24-18
福山ビル4階  03-6417-9045

（医社）高礎会高崎クリニック 東京都目黒区目黒本町6-3-6  03-3712-4527

（医社）森一会森医院 東京都目黒区自由が丘2-22-3  03-3718-0011

松井内科クリニック 東京都目黒区上目黒2-9-24  03-3715-6552

吉田医院 東京都目黒区碑文谷1-28-11  03-3712-3396

桜ウィメンズクリニック 東京都目黒区鷹番2-15-18
パル学芸大学１Ｆ  03-5720-5121

渡辺医院 東京都目黒区中目黒5-26-8  03-3712-2222

はっとりクリニック 東京都目黒区東山1-20-18  03-6451-2500

ソアレメディカルクリニック 東京都目黒区平町1-26-3
スミール都立大201  03-6909-2761

祐天寺ファミリークリニック 東京都目黒区中町2-50-13  03-5720-7750

（医社）加藤内科クリニック　山の上診療所 東京都目黒区上目黒3-22-7 03-3713-6362

すけがわクリニック 東京都目黒区下目黒3-13-8  03-3760-8642

都立大石森脳神経外科 東京都目黒区八雲1-5-5-1Ｆ 03-3725-0177

（医社）博芽会目黒吉田内科クリニック 東京都目黒区下目黒5-9-15-1F 03-3712-6575

（医社）脇山会ひもんや外科内科クリニック 東京都目黒区碑文谷4-18-11 1F  03-3715-5932

内科・消化器内科おくがわクリニック 東京都目黒区八雲1-3-6-201 03-3724-3715

医療法人社団West Field　西田医院 東京都目黒区柿の木坂1-34-20  03-3724-5359

つたえ内科クリニック 東京都目黒区鷹番1-14-13  03-5768-8232

よう子みんなのクリニック 東京都目黒区上目黒2-42-11
グレイス中目黒1F 03-6412-8188

（医社）航洋会目黒通りハートクリニック 東京都目黒区鷹番1-10-2  03-6303-3328

（医社）高志会はらまち高田整形外科内科医院 東京都目黒区原町1-11-7  03-3792-7070

（医社）七花会平田クリニック 東京都目黒区平町1-26-20  03-3717-7256

楢林神経内科クリニック 東京都目黒区中目黒5-12-10 03-3712-0693

おおの内科外科クリニック 東京都目黒区目黒4-26-5
上田ビル1F 03-6303-3822

Ａｌｏｈａさおり自由が丘クリニック 東京都目黒区緑が丘2-24-15
コリーヌ自由が丘EST3F 03-6459-5068

自由が丘脳神経頭痛めまいクリニック 東京都目黒区緑が丘2-24-15
コリーヌ自由が丘EST2F 03-3723-8008

（医社）大観会　宝山クリニック 東京都目黒区祐天寺1-18-9-1F 03-6451-0126

（医社）LOCO　ロコクリニック中目黒 東京都目黒区東山1-6-5 03-5722-6565

目黒の大鳥神社前クリニック 東京都目黒区下目黒2-21-23-4F 03-3779-7736

自由が丘内科クリニック 東京都目黒区自由が丘2-8-17-1F 03-3723-7888

（医社）HHC　ドクターナカムラ目黒本町医院 東京都目黒区目黒本町3-7-8  03-5725-8825

（医社）清令会　阿部医院 東京都目黒区平町2-5-7  03-3717-2288

（医社）サザナミ　きむらてつや整形外科内科 東京都目黒区自由が丘2-14-18
グレースアート1階 03-6421-3858

（医社）藤佳会　目黒やすだ内科クリニック 東京都目黒区目黒3-10-13
大鳥エステートビル4F 03-6303-2755

（医社）よるり会目黒ケイホームクリニック 東京都目黒区中目黒4-5-1
エースビル2F 03-5722-5500

T’ｓ　clinic 東京都目黒区五本木1-11-2 03-3760-0055

松原医院 東京都目黒区自由が丘3-10-8 03-5701-6777

原町内科 東京都目黒区原町2-8-10 03-6451-2410

ひでまる救急クリニック 東京都目黒区目黒1-4-11
NTビル1・2階 03-3493-9901

（医社）順伸クリニックにっとのクリニック 東京都目黒区原町2-14-17  03-5704-4092

（医社）メディカルクリニック柿の木坂 東京都目黒区柿の木坂1-15-15 03-5731-1599

自由が丘内科循環器科クリニック 東京都目黒区自由が丘1-7-16アンジェー自由が丘3階 03-3718-7788

東京都24



実施機関名 所在地 電話番号

（医社）紬
しろき在宅クリニック 東京都目黒区五本木3-20-4 03-6336-2496

木村クリニック 東京都目黒区祐天寺2-14-19
四宮ビル3F 03-3713-3635

中島医院 東京都目黒区大橋2-2-12  03-3469-2127

いとう整形外科内科 東京都目黒区目黒本町3-15-10  03-3712-0233

目黒駒沢リハビリ整形外科クリニック 東京都目黒区東が丘1-1-12-1F 03-5787-5203

ほしの内科　脳神経外科クリニック 東京都目黒区目黒1-5-19-2F 03-3490-4114

中村外科医院 東京都目黒区上目黒2-10-2  03-3713-8555

祐天寺リウマチ・内科クリニック 東京都目黒区祐天寺2-17-11-2階 03-3711-5500

（医社）ウィステリア洗足駅前クリニック 東京都目黒区洗足2-25-19-1F 03-3786-1009

（医社）仁文会　西村内科循環器内科クリニック 東京都目黒区中根2-12-1
Ｋ＆Ｋビル3Ｆ  03-5731-0788

（医財）日扇会第一病院 東京都目黒区中根2-10-20  03-3718-7281

（医社）爽玄会碑文谷病院 東京都目黒区南2-9-7  03-3723-1515

（医社）菫会目黒病院 東京都目黒区中央町2-12-6  03-3711-5641

大森駅前内科・内視鏡クリニック 東京都大田区大森北1丁目2番2号　 03-5493-1116

大森内科ハートクリニック 東京都大田区大森北1丁目8番13号　 03-5753-7221

大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック 東京都大田区大森北1丁目10番地14号 03-3766-2222

くどうちあき脳神経外科クリニック 東京都大田区大森北1丁目23番10号 03-5767-0226

大森牧田クリニック 東京都大田区大森北1丁目31番8号 03-3298-3150

植村小児科・内科クリニック 東京都大田区大森北1丁目32番地8号 03-3765-0305

北條医院 東京都大田区大森北3丁目4番地5号 03-3768-0066

さたけクリニック 東京都大田区大森北4丁目10番地2号 03-3761-5419

産婦人科野口医院 東京都大田区大森北4丁目25番地5号 03-3761-1331

千葉医院 東京都大田区大森北5丁目12番地10号 03-3761-8841

平和島医院 東京都大田区大森北6丁目14番地10号 03-5753-5050

平和島整形外科 東京都大田区大森北6丁目17番地13号 03-3766-2870

古川医院 東京都大田区大森北6丁目23番地25号 03-3761-3023

しん平和島クリニック 東京都大田区大森北6丁目26番地28号 03-3766-8155

名和医院 東京都大田区大森本町2丁目25番地28号 03-3761-6257

三留クリニック 東京都大田区大森西1丁目16番地10号 03-3762-0011

田中医院 東京都大田区大森東1丁目35番地4号 03-3766-3766

マチノマ大森内科クリニック 東京都大田区大森西3丁目1番地38号 03-5471-5556

関根医院 東京都大田区大森西3丁目9番地19号 03-3761-3901

長山医院 東京都大田区大森西3丁目17番地7号 03-3761-6867

大森町駅前内科小児科クリニック 東京都大田区大森西3丁目20番地9号 03-6423-0428

大矢クリニック 東京都大田区大森西4丁目16番地13号 03-3767-1801

いわた循環器科・内科 東京都大田区大森西5丁目5番地1号 03-5767-1105

サトウ内科クリニック 東京都大田区大森西5丁目9番地7号 03-3763-2525

片桐医院 東京都大田区大森西5丁目23番地11号 03-3761-3948

鈴木クリニック 東京都大田区大森西5丁目25番地11号 03-3765-9400

とくやすクリニック 東京都大田区大森西6丁目13番地16号 03-5753-0888

梅屋敷さわもとクリニック 東京都大田区蒲田2丁目7番地17号 03-6658-6428

ささもとクリニック 東京都大田区大森西6丁目15番地18号 03-5767-0303

大西医院 東京都大田区大森中1丁目18番地6号 03-3761-6044

大森中診療所 東京都大田区大森中1丁目22番地2号 03-6404-2301

済生診療所 東京都大田区大森中2丁目7番地16号 03-3762-7676

アイメディカルクリニック 東京都大田区大森中2丁目15番地7号 03-3761-2079

前村医院 東京都大田区大森中2丁目19番地17号 03-3761-3955

宮下クリニック 東京都大田区大森中3丁目35番地9号 03-5764-1003

溝谷医院 東京都大田区大森東2丁目1番地4号 03-3763-7371

大矢医院 東京都大田区大森東2丁目15番地8号 03-3761-7155

趙メディカルクリニック 東京都大田区大森東2丁目25番地11号 03-3765-6688

東京都25



実施機関名 所在地 電話番号

せき山王クリニック 東京都大田区山王1丁目4番地6号 03-6303-8161

伊藤医院 東京都大田区山王1丁目42番地5号 03-3775-3388

栗原クリニック 東京都大田区山王2丁目1番地7号 03-5709-7677

山王内科クリニック 東京都大田区山王2丁目3番地13号 03-5743-5701

山王山手ビルクリニック 東京都大田区山王2丁目5番地9号 03-5746-1190

Ｋクリニック山王 東京都大田区山王2丁目19番地2号 03-5718-0808

じゅんせいクリニック 東京都大田区山王2丁目37番地3号 03-3772-5087

大森山王病院 東京都大田区山王3丁目9番地6号 03-3775-7711

本田英比古クリニック 東京都大田区山王3丁目17番地11号 03-5718-0077

鈴木内科医院 東京都大田区山王3丁目29番地1号 03-3772-1853

ひなた在宅クリニック山王 東京都品川区南大井6丁目24番地6号
第35下川ビル（DAITO BUILDING）301号室03-6429-8671

持田医院 東京都大田区中央2丁目7番地3号 03-3773-6688

観音通り中央医院 東京都大田区中央3丁目15番地16号 03-3775-0281

松本医院 東京都大田区中央4丁目25番地11号 03-3771-6648

おおはら消化器内科クリニック 東京都大田区中央4丁目32番地7号 03-5718-3033

かぶらきクリニック 東京都大田区中央4丁目36番地6号 03-5709-7070

久保山医院 東京都大田区中央5丁目6番地5号 03-3752-0006

清木クリニック 東京都大田区中央6丁目25番15号 03-5747-2288

渕上医院 東京都大田区中央3丁目36番12号 03-3772-3013

小関医院 東京都大田区山王4丁目16番地17号 03-3774-7011

いしはら医院 東京都大田区東馬込1丁目46番地12号 03-3771-5804

すずきクリニック 東京都大田区南馬込2丁目25番地3号 03-3773-7311

大森診療所 東京都大田区南馬込3丁目7番地18号 03-3771-8364

サカウエ診療所 東京都大田区南馬込3丁目8番地29号 03-3771-3956

正林医院 東京都大田区南馬込4丁目9番地7号 03-3771-5158

さい整形外科 東京都大田区南馬込4丁目7番地8号 03-3773-6390

まごめ内科・腎クリニック 東京都大田区南馬込5丁目27番地13号 03-6429-8191

藤井内科クリニック 東京都大田区南馬込6丁目1番地8号 03-3774-0633

南馬込内科循環器クリニック 東京都大田区南馬込6丁目21番地3号 03-3772-7321

森瀬医院 東京都大田区南馬込6丁目22番地9号 03-3771-2301

馬込中央診療所 東京都大田区中馬込1丁目5番地8号 03-3775-5631

中馬込おがわ内科 東京都大田区中馬込2丁目7番地10号 03-6410-7196

ファミリークリニック馬込 東京都大田区中馬込2丁目26番地15号 03-3773-9168

馬込橋医院 東京都大田区中馬込3丁目26番地8号 03-3771-3509

まごめクリニック 東京都大田区西馬込2丁目2番地5号 03-5718-1085

もろおか整形外科 東京都大田区北馬込2丁目3番地5号 03-6421-2333

荒井クリニック 東京都大田区中央7丁目15番地14号 03-3751-0390

よぎ医院 東京都大田区中央8丁目1番地5号 03-3751-0883

松井病院 東京都大田区池上2丁目7番地10号 03-3752-1111

池上仲通りクリニック 東京都大田区池上3丁目32番17号 03-5747-6161

池上幸仁診療所 東京都大田区池上4丁目3番地3号 03-3752-2906

原本クリニック 東京都大田区池上4丁目9番地5号 03-3754-0038

まるも腎・泌尿器科クリニック 東京都大田区池上4丁目24番地12号 03-3754-1200

中里医院 東京都大田区池上4丁目26番地6号 03-3751-0036

眞田クリニック 東京都大田区池上4丁目30番3号 03-3755-1661

高野医院 東京都大田区池上5丁目3番地18号 03-3751-3913

酒井医院 東京都大田区池上5丁目7番地4号 03-3751-1311

川田医院 東京都大田区池上6丁目1番地8号 03-5700-0051

池上総合病院 東京都大田区池上6丁目1番地19号 03-3752-3151

水野内科クリニック 東京都大田区池上6丁目21番地12号 03-5747-6300

池上メディカルクリニック 東京都大田区池上7丁目6番地5号 050-1304-4035

東京都26



実施機関名 所在地 電話番号

池上みなみ内科クリニック 東京都大田区池上7丁目6番地5号 03-5755-3612

阿部クリニック 東京都大田区池上7丁目10番地5号 03-3751-3235

池上さいとう内科クリニック 東京都大田区池上８丁目23番15号 03-3757-3110

東京労災病院 東京都大田区大森南4丁目13番地21号 03-3742-7301

大森赤十字病院 東京都大田区中央4丁目30番地1号 03-3775-3111

池上総合病院付属クリニック 東京都大田区池上6丁目3番地10号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エトモ池上5階03-3751-6260

ゆうレディースクリニック池上 東京都大田区池上3丁目40番地3号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パラッシオ池上102号室　03-3753-5005

松尾医院 東京都大田区東嶺町１９－７ 03-3751-3976

久が原内科クリニック 東京都大田区東嶺町３０－１５ 03-3750-0209

しろした医院 東京都大田区東嶺町４１－２３ 03-5741-2001

雪谷大塚クリニック 東京都大田区北嶺町２－６ 03-5754-2062

立石医院 東京都大田区北嶺町３－２７ 03-3720-3404

北嶺すとうクリニック 東京都大田区北嶺町１１-８　第２田ノ原屋ビル３階 03-6425-6684

今井医院 東京都大田区北嶺町３０－１３ 03-6421-8081

しみず内科クリニック 東京都大田区北嶺町３７－２９
FLOW PLACE TOKYO　２F 03-3728-8611

田園調布醫院 東京都大田区田園調布南２２－１０
光機舎ビル１F 03-5732-1955

大石ファミリークリニック 東京都大田区田園調布本町２-４ 03-3721-2222

吉田医院 東京都大田区田園調布本町１０－６ 03-3721-4765

竹内内科小児科医院 東京都大田区田園調布本町４０－１２
コンド田園調布２０１ 03-3721-5222

田園調布呼吸器・内科クリニック 東京都大田区田園調布１－１－１７
ステラート田園調布 １Ｆ 03-6662-6711

西牟田医院 東京都大田区田園調布１－２５－６ 03-3721-5380

広沢内科医院 東京都大田区田園調布１－４８－５ 03-3722-1224

ファミリークリニック多摩川 東京都大田区田園調布２－１－８　NKﾋﾞﾙ２階２F号室　　　　 03-6424-4454

柳澤博愛医院 東京都大田区田園調布２－５６－１０ 03-3722-1121

田園調布ファミリークリニック 東京都大田区田園調布２－６２－５
東急ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝｻｲﾄ南館２F 03-3721-1234

田園小児科クリニック 東京都大田区田園調布５－３６－３ 03-3722-0765

松原内科 東京都大田区雪谷大塚町１８－９ 03-3727-6336

かわかみクリニック 東京都大田区雪谷大塚町１９－１４ 03-5754-5599

おぎわら医院 東京都大田区鵜の木２－７－５－１Ｆ 03-3750-5670

塩口産婦人科医院 東京都大田区鵜の木２－１６－１０ 03-3758-3660

嶺町医院 東京都大田区鵜の木２－２２－１ 03-3750-3918

依田医院 東京都大田区鵜の木２－２６－２ 03-3759-2705

あきもと佳内科クリニック 東京都大田区鵜の木３－６－２ 03-5741-3711

大田病院附属うのき診療所 東京都大田区鵜の木３－１３－１０ 03-3750-5351

千鳥町内科クリニック 東京都大田区千鳥１－２－１７ 03-5755-3366

井上クリニック 東京都大田区千鳥１－５－３
川上ビル１F 03-5747-5585

白取内科クリニック 東京都大田区千鳥１－１９－１０ 03-5747-0861

三浦医院 東京都大田区千鳥２－１４－３ 03-3750-6969

谷川医院 東京都大田区南久が原１－８－１６ 03-3751-3198

堀越医院 東京都大田区南久が原２－５－２１ １Ｆ 03-3753-3731

野津原医院 東京都大田区南久が原２－２６－１０ 03-3758-2713

青木医院 東京都大田区久が原２－１２－１０
ウィステリア久が原１Ｆ 03-5748-1216

伴野内科クリニック 東京都大田区久が原３－３６－１３
久が原クリニックビル１Ｆ 03-5747-1188

久が原ファミリークリニック 東京都大田区久が原５－１４－１４
ライオンズプラザ久が原1F 03-5747-2802

千束呼吸器アレルギークリニック 東京都大田区南千束１－１－６
南千束山本ビル２F 03-3785-1811

山口医院 東京都大田区南千束２－１７－２ 03-3729-9153

まつもとクリニック 東京都大田区南千束３－１９－１８ 03-3729-7115

うつのみや内科クリニック 東京都大田区北千束１－４４－１
リバーレプラザ大岡山　１F 03-5726-9807

村上医院 東京都大田区北千束１－５３－１５
１Ｆ 03-3717-6517

北千束内科クリニック 東京都大田区北千束２－１５－２ 03-3748-2348

富田医院 東京都大田区北千束２－４８－９ 03-3729-2222

東京都27
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北千束整形外科 東京都大田区北千束３－１７－１０ 03-3748-8100

柳沢医院 東京都大田区北千束３－２８－６ 03-3729-3638

中原医院 東京都大田区北千束３－３３－３ 03-3729-5858

田島クリニック 東京都大田区石川町２－３－１６　 03-3728-6051

オダチ外科内科クリニック 東京都大田区仲池上１－１０－３
ラシーヌ２０１ 03-5748-7144

どうどうクリニック 東京都大田区仲池上１－３１－１３ 03-5747-2333

石川台内科クリニック 東京都大田区東雪谷２－３－２－１０１ 03-3726-1250

伊丹内科医院 東京都大田区東雪谷２－１７－１ 03-3748-0028

やすだ内科クリニック 東京都大田区東雪谷２－２５－１２ 03-3726-0660

山王リハビリ・クリニック 東京都大田区東雪谷３－４－２ 03-5754-2672

和田循環器科内科 東京都大田区東雪谷３－１８－１１
サカイビル１F 03-5499-0747

並木医院 東京都大田区東雪谷５－２７－１３ 03-3720-8041

山村内科胃腸科クリニック 東京都大田区南雪谷２－２－１３
ウィズフジマサビル３Ｆ 03-3727-1955

佐藤外科内科胃腸科クリニック 東京都大田区南雪谷２－９－１０ 03-3727-7384

永石医院 東京都大田区南雪谷２－１０－２ 03-3728-0345

武井クリニック 東京都大田区南雪谷２－１７－７
第３サンユービル１Ｆ 03-5499-8322

福井医院 東京都大田区南雪谷５－７－１１ 03-3727-5794

村上内科 東京都大田区南雪谷５－１１－７ 03-3728-2113

ボク上池台クリニック 東京都大田区上池台１－７－１０
上池台コート１Ｆ 03-5499-3399

あだちクリニック 東京都大田区上池台１－１１－６ 03-3729-0336

山田内科医院 東京都大田区上池台１－４０－３ 03-3729-5720

みやもと医院 東京都大田区上池台２－４－１７－２Ｆ 03-6425-4976

岩元クリニック 東京都大田区上池台２－１３－２ 03-5754-2597

瀬川医院 東京都大田区上池台２－２３－１１ 03-3727-5563

洗足池医院 東京都大田区上池台２－３２－７ 03-3727-2136

上池上診療所 東京都大田区上池台３－１６－２ 03-3729-4623

須藤メディカルクリニック 東京都大田区上池台４－６－５ 03-3720-7675

夫婦坂クリニック 東京都大田区上池台４－２１－７ ２Ｆ 03-6421-8755

おだやか診療所 東京都大田区上池台５－１０－７
ベルフルール１０１ 03-6451-7692

あべ内科皮フ科クリニック 東京都大田区上池台５－１６－５ 03-5754-2755

井出内科クリニック 東京都大田区下丸子3-13-11 03-3757-2484

井上メディカルクリニック 東京都大田区下丸子4-21-13　2F 03-3756-6278

おばら消化器・肛門クリニック 東京都大田区矢口2-11-23 03-3750-8218

加藤内科小児科医院 東京都大田区矢口1-19-25 03-3759-6169

きはら整形外科 東京都大田区下丸子3-13-7 03-5482-0398

黒田医院 東京都大田区矢口1-13-9 03-3759-3305

古賀医院 東京都大田区下丸子3-8-5 03-3750-6220

たかせクリニック 東京都大田区矢口1-5-1　KIPビル5F 03-5732-2525

難波メディカルクリニック 東京都大田区下丸子2-13-4 03-5741-3717

新田セントラル内科クリニック 東京都大田区矢口1-20-19 03-3735-2117

広浜内科クリニック 東京都大田区矢口1-6-17-101 03-5741-8333

藤川クリニック 東京都大田区千鳥3-7-2 03-5732-3200

まるこハート内科クリニック 東京都大田区下丸子1-12-4 03-3750-3311

むさし新田クリニック 東京都大田区矢口1-16-17 03-3758-5103

目蒲病院 東京都大田区下丸子3-23-3 03-3759-8888

目蒲病院附属メカマクリニック 東京都大田区下丸子3-22-13 03-3758-2356

森田内科クリニック 東京都大田区下丸子3-17-8 03-5732-3300

岩﨑内科クリニック 東京都大田区多摩川1-23-8 03-3759-3771

大川こども・内科クリニック 東京都大田区多摩川1-6-16 03-3758-0920

緒方医院 東京都大田区池上7-28-19 03-3758-2882

かとうホームケアクリニック 東京都大田区下丸子2-6-23-101 03-3757-2162
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北原内科・外科クリニック 東京都大田区多摩川1-21-6　ハイライズ新倉1F 03-6715-0745

東京ちどり病院 東京都大田区千鳥2-39-10 03-3758-2671

はせがわクリニック 東京都大田区千鳥2-27-22 03-5732-5222

藤岡皮フ科クリニック 東京都大田区多摩川1-35-10 03-5732-1241

若草クリニック 東京都大田区多摩川1-26-21 03-3759-6325

秋田医院 東京都大田区西蒲田6-10-8 03-3733-0555

協愛医院 東京都大田区東矢口3-17-6 03-3731-3693

西蒲田整形外科 東京都大田区東矢口3-2-1 03-3735-2117

野溝医院 東京都大田区東矢口2-17-13 03-3759-2717

本多病院 東京都大田区東矢口1-17-15 03-3732-2331

安方クリニック 東京都大田区東矢口2-10-12 03-3758-8357

あかだクリニック 東京都大田区西蒲田7-50-2 03-3732-3711

足と歩行の診療所 東京都大田区西蒲田8-1-7　グランタウンビル9階 03-6428-7466

かわいクリニック 東京都大田区西蒲田7-37-10 グリーンプレイス蒲田3階 03-5710-8021

しのはらクリニック 東京都大田区西蒲田7-44-6　パシフィックタワー2F 03-3737-4114

常田内科外科整形外科 東京都大田区西蒲田7-60-6 03-3733-8851

東京蒲田病院 東京都大田区西蒲田7-10-1 03-3733-0525

はすぬまクリニック 東京都大田区西蒲田7-12-6-102 03-3738-5301

みその内科クリニック 東京都大田区西蒲田7-12-3　2F 03-5711-2440

牧田総合病院 東京都大田区西蒲田8-20-1 03-6428-7498

宮元通りクリニック 東京都大田区新蒲田2-19-18 03-3730-2500

モミキクリニック眼科 東京都大田区西蒲田7-23-14 03-3735-3333

吉田ハートクリニック 東京都大田区西蒲田7-9-3 03-3731-2302

岡崎医院 東京都大田区西蒲田4-16-10 03-3753-5028

小笠原医院 東京都大田区西蒲田1-22-16 03-3753-2429

おばた整形外科・耳鼻咽喉科クリニック 東京都大田区西蒲田4-30-19 03-5700-0788

女塚診療所 東京都大田区西蒲田4-33-2 03-3755-5571

菊地内科医院 東京都大田区西蒲田1-9-18 03-3753-0628

三光クリニック 東京都大田区西蒲田5-27-12 03-3735-5581

しんクリニック 東京都大田区西蒲田7-5-11 03-3738-1112

町田整形外科 東京都大田区西蒲田5-20-3 03-3731-3561

宮下外科 東京都大田区西蒲田6-23-8 03-3732-1122

山下医院 東京都大田区西蒲田5-12-10 03-3734-6661

伊藤メディカルクリニック 東京都大田区蒲田5-27-10 03-3731-2122

梅屋敷産婦人科 東京都大田区蒲田2-5-10 03-3732-3456

蒲田整形外科内科 東京都大田区大森西6-15-18 03-5753-8644

梅屋敷内科クリニック 東京都大田区大森西6-11-21　第二ダイカツビル101号 03-5763-5634

久保田医院 東京都大田区東蒲田2-30-14 03-3731-4192

沢井医院 東京都大田区蒲田5-9-19 03-3731-6677

田辺クリニック 東京都大田区蒲田4-15-8　シュロスバッカス5F 03-5744-3630

常泉クリニック 東京都大田区蒲田5-40-3　月村ビル5F 03-5711-6521

羽生医院 東京都大田区蒲田1-9-11 03-3731-3361

東蒲田診療所 東京都大田区東蒲田2-3-3 03-3739-1915

蒲田クリニック 東京都大田区蒲田5-40-7　4F 03-3737-6221

蒲田内科クリニック 東京都大田区蒲田5-28-18　2F 03-6715-7337

かまた内科糖尿病クリニック 東京都大田区蒲田4-29-2 03-3735-1600

東京メモリークリニック蒲田 東京都大田区蒲田本町2-23-6 03-6715-7873

ファミリークリニック蒲田 東京都大田区南蒲田2-4-19　ANTビル4階 03-5480-1810

増田外科 東京都大田区蒲田本町1-4-8 03-3732-0877

蒲田医師会立西六郷診療所 東京都大田区西六郷3-1-7 03-6428-6855

さくらい医院 東京都大田区西六郷1-12-5 03-5744-8571
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すずき内科クリニック 東京都大田区南六郷2-34-1 03-5710-2311

すずきフレンドシップクリニック 東京都大田区仲六郷4-16-12 03-6462-9900

たかはし整形外科 東京都大田区仲六郷2-12-13 03-5710-3335

高山外科 東京都大田区西六郷2-8-4 03-3735-0020

つぼた内科眼科クリニック 東京都大田区仲六郷2-44-15 03-3731-7772

みらいメディカルクリニック西六郷 東京都大田区西六郷1-18-11 03-5711-7105

古部クリニック 東京都大田区南六郷2-21-10 03-3737-7833

みうら健内科クリニック 東京都大田区東六郷1-26-13 03-3736-4136

みやはら内科外科クリニック 東京都大田区仲六郷3-5-2 03-6424-9838

森岡小児科医院 東京都大田区西六郷1-19-15 03-3738-5918

よこがわクリニック 東京都大田区仲六郷3-7-8-113 03-5710-6777

ヨコヤマクリニック 東京都大田区仲六郷1-56-10 03-3733-4771

依田クリニック 東京都大田区仲六郷2-15-6 03-5714-0221

六郷クリニック 東京都大田区仲六郷4-21-1 03-5714-8088

京浜診療所 東京都大田区東六郷1-27-4 03-3734-7288

糀谷病院 東京都大田区南蒲田3-3-15 03-3745-2354

幸和診療所 東京都大田区萩中3-29-5　地下１階・地上１階 03-3745-3800

タカノ内科クリニック 東京都大田区萩中2-3-21 03-3741-0202

たかはし耳鼻咽喉科 東京都大田区萩中2-7-10 03-5736-4187

テクノポートクリニック 東京都大田区南蒲田2-16-1　トキメックビル別館2F 03-5703-5522

東京蒲田医療センター 東京都大田区南蒲田2-19-2 03-5744-3268

萩中診療所 東京都大田区萩中2-9-15 03-3742-2477

萩中ハートフルクリニック 東京都大田区萩中1-9-16　カレル萩中1階 03-3745-0810

羽田とうまクリニック 東京都大田区萩中2-2-3 03-5735-7810

松坂医院 東京都大田区萩中1-6-28 03-3741-0985

尾野メディカルクリニック 東京都大田区羽田2-5-1 03-6715-1215

髙野病院 東京都大田区東糀谷3-3-24 03-3741-0011

東京国際空港診療所 東京都大田区羽田空港3-3-2　第1旅客ターミナル1F 03-5757-1122

羽田バス通りクリニック 東京都大田区羽田3-3-13 03-5735-0808

山縣医院 東京都大田区羽田1-6-14 03-3741-1981

山田医院 東京都大田区羽田2-22-3 03-3741-2258

渡辺病院 東京都大田区羽田1-5-16 03-3741-0223

あきた内科クリニック 東京都大田区西糀谷2-9-4　医療モール美園1F 03-5737-5250

あらい内科・脳神経クリニック 東京都大田区東糀谷1-14-15
ハネサム16ビル1階 03-5736-1091

宇部内科小児科医院 東京都大田区西糀谷1-13-14 03-3742-0818

鎌田医院 東京都大田区東糀谷2-7-16 03-3741-0662

京浜病院 東京都大田区大森南1-14-13 03-3741-6721

糀谷整形外科 東京都大田区西糀谷4-13-15 03-3741-7410

内科・心療内科　クリニック花 東京都大田区西糀谷4-13-10 03-5737-7770

ナグモ医院 東京都大田区西糀谷4-21-16 03-3742-0556

羽田腎クリニック 東京都大田区東糀谷1-20-20 03-3741-0774

藤倉医院 東京都大田区南蒲田1-3-12 03-3731-5938

横川医院 東京都大田区西糀谷4-9-24 03-3741-5567

渡邉医院 東京都大田区西糀谷2-24-4 03-3741-2531

亀井クリニック 東京都世田谷区三宿１－８－１９ 03-3413-7077

かまやち内科クリニック 東京都世田谷区池尻２－３１－７－１０２ 03-6450-8506

古畑病院 東京都世田谷区池尻２－３３－１０ 03-3424-0705

網野クリニック 東京都世田谷区池尻２－２６－５ 03-3412-6785

たけおクリニック 東京都世田谷区太子堂４－２２－７　森住ビル３Ｆ 03-5433-3255

小森クリニック 東京都世田谷区太子堂５－１１－４ 03-3412-8770

三軒茶屋はやかわクリニック 東京都世田谷区太子堂５－１５－１３ 03-6303-7383
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奈良クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－６－１ 03-5486-9550

いなみ内科クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－１３－７－２Ｆ 03-3413-1730

三軒茶屋第一病院 東京都世田谷区三軒茶屋１－２２－８ 03-5787-2211

ちえ内科クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－３２－１４園田ビル２Ｆ 03-6805-2081

はたいしメディカルクリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－３５－２１　LILAS三軒茶屋 ２Ｆ 03-5787-5525

三軒茶屋駅前おなかクリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２－４F 03-3421-7149

北岡クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－１０-２Ｆ 03-3410-0721

鈴木内科循環器科 東京都世田谷区三軒茶屋１－３９－５－２０２ 03-3412-0072

中村内科クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋１－４１－１５－１Ｆ 03-5432-5465

山口内科小児科医院 東京都世田谷区三軒茶屋２－６－５ 03-3424-3651

ふたばクリニック 東京都世田谷区三軒茶屋２－８－１１ 03-3410-2700

三軒茶屋内科クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋２－２０－１８　 03-3421-4522

井上外科・内科 東京都世田谷区三軒茶屋２－２４－１７ 03-3424-3360

戸塚小児科医院 東京都世田谷区三軒茶屋２－４７－６ 03-3414-8835

岩崎内科クリニック 東京都世田谷区三軒茶屋２－５６－７ 03-3419-1085

恩田メディカルプラザ 東京都世田谷区三軒茶屋２-１１-２０-５F 03-5726-9327

パークサイド脳神経外科クリニック 東京都世田谷区太子堂１－３－３９-Ｂ１Ｆ 03-3414-3300

石丸医院 東京都世田谷区太子堂２－９－２１－１０２ 03-5430-3738

小俣内科クリニック 東京都世田谷区太子堂２－１９－３ 仙田ﾋﾞﾙ１F 03-5432-3690

樹のはなクリニック 東京都世田谷区太子堂２－２６－２サルース太子橋１Ｆ 03-5433-3388

太子堂内科クリニック 東京都世田谷区太子堂２－３０－５ 03-3487-0123

いいむろ内科クリニック 東京都世田谷区太子堂３－２８－１６ 03-3487-1166

ながしまクリニック 東京都世田谷区太子堂３－３８－１８ Brilliaist三軒茶屋ブラッサムテラス１Ｆ 03-5433-3818

本間医院 東京都世田谷区若林４－２１－１６ 03-3419-4827

内科小久保医院 東京都世田谷区世田谷４－２０－１１－１０１ 03-5426-3183

杉下クリニック 東京都世田谷区世田谷３－４－１ 03-3706-3311

野村クリニック 東京都世田谷区若林４－２１－１５みなとﾋﾞﾙ1F 03-3795-1511

髙島・山田クリニック 東京都世田谷区若林４－１６－１５ 03-3419-2396

佐中医院 東京都世田谷区若林４－１７－７ 03-3421-9728

若林ゆうクリニック 東京都世田谷区若林５－１４－６－２Ｆ 03-3410-1120

足立内科医院 東京都世田谷区世田谷３－２４－１３ 03-3427-7312

ながたクリニック 東京都世田谷区世田谷４－１－３世田谷医療ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ３Ｆ 03-5477-1128

松陰外科胃腸科医院 東京都世田谷区若林５－１８－５ 03-3414-0694

若林医院 東京都世田谷区若林３－３３－１５ 03-3421-0282

羽田内科医院 東京都世田谷区豪徳寺１－４６－２０ 03-5477-3901

赤堤クリニック 東京都世田谷区赤堤１－１－４ 03-5376-1131

つぼ内科おなかクリニック 東京都世田谷区梅丘２－２３－３０ 03-3425-0587

田渕整形外科クリニック 東京都世田谷区豪徳寺２－３１－８ 03-5451-7878

こうらクリニック 東京都世田谷区豪徳寺１－２３－２２ 03-3425-2333

そがメディカルクリニック 東京都世田谷区豪徳寺１－２８－１－B1F 03-6432-6070

近藤整形外科 東京都世田谷区梅丘１－１３－４ 03-3706-7043

的場医院 東京都世田谷区梅丘１－２１－２ 03-3420-3207

鴻上内科医院 東京都世田谷区梅丘１－１１－３ 03-3420-5219

梅ヶ丘駅前クリニック 東京都世田谷区梅丘１－２５－１-2F 03-5477-1192

世田谷中央病院 東京都世田谷区世田谷１－３２－１８ 03-3420-7111

樺クリニック 東京都世田谷区弦巻４－２－１８－１Ｆ 03-5451-7211

神谷整形外科・眼科 東京都世田谷区弦巻１－３５－２０ 03-6413-7111

深沢クリニック 東京都世田谷区弦巻２－３９－３ 03-3426-8253

世田谷１丁目整形外科 東京都世田谷区世田谷１－１５－１１ 03-3425-1921

赤柴医院 東京都世田谷区弦巻５－１６－１ 03-3427-5329

いしかわキッズクリニック 東京都世田谷区世田谷２－６－１１ 03-5451-3014
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香取整形外科 東京都世田谷区世田谷１－４２－１１ 03-3706-8000

村田医院 東京都世田谷区豪徳寺２－１６－２５ 03-3425-2612

河野整形外科 東京都世田谷区桜１－２９－１８ 03-3426-8255

世田谷通り桜内科クリニック 東京都世田谷区桜３－２－６ 03-3420-1159

やまうちクリニック 東京都世田谷区経堂１－２２－１６ 03-5451-3058

鶴町クリニック 東京都世田谷区経堂１－１４－１３ 03-3425-5220

渡辺クリニック 東京都世田谷区桜丘２－５－２３ 03-5426-8624

田宮小児科アレルギー科医院 東京都世田谷区経堂５－２１－３ 03-3427-7974

世田谷プルメリア内科クリニック 東京都世田谷区経堂５－３５－２０－１０３ 03-5799-6972

桜丘クリニック 東京都世田谷区桜丘５－１７－４ 直井ビル１Ｆ 03-5426-2292

こしだ内科クリニック 東京都世田谷区桜丘２－２７－１１レフィーノKMビル１F 03-3425-1771

松岡醫院 東京都世田谷区桜丘３－２６－４－２Ｆ 03-3706-3870

伊藤内科胃腸科 東京都世田谷区桜丘４－１１－１３ 03-5477-8830

ちとせ船橋駅前内科 東京都世田谷区桜丘２－２８－１６－２Ｆ 03-5477-1024

西クリニック 東京都世田谷区経堂２－１－３３経堂コルティ３F 03-3425-0024

児玉経堂病院 東京都世田谷区経堂２－５－２１　 03-3420-1028

吉澤内科クリニック 東京都世田谷区経堂２－１５－１３ 03-3427-3777

五十子クリニック 東京都世田谷区経堂５－３－２９ 03-3426-0220

臼井内科 東京都世田谷区桜１－６５－８　ｴﾝﾌﾞﾚﾑ経堂１Ｆ 03-5426-8811

かなざわ内科クリニック 東京都世田谷区宮坂１－３８－１８ 03-5942-6833

五十畑クリニック 東京都世田谷区経堂１－１１－４ 03-3429-0238

農大通り診療所 東京都世田谷区経堂１－５－６ﾊﾟﾙﾌｧﾑ経堂１Ｆ－Ａ 03-3439-6051

竹川内科医院 東京都世田谷区宮坂１－４１－２０ 03-3706-2341

恵和クリニック 東京都世田谷区赤堤１－３７－７ 03-5301-2541

あらいクリニック 東京都世田谷区宮坂３－１３－６すずらん会館３Ｆ 03-5451-5300

山田外科クリニック 東京都世田谷区宮坂３－４６－２ 03-3420-2704

本田クリニック 東京都世田谷区宮坂３－２０－６ 03-5451-7051

大西内科 東京都世田谷区代田３－１０－３ 03-3421-8421

代田クリニック 東京都世田谷区代田２－１８－１１ｴｺｰﾋﾞﾙ１Ｆ 03-5787-3320

梶原内科クリニック 東京都世田谷区代田３－１－３－１０２ 03-3424-8777

秋元クリニック 東京都世田谷区代田１ー４５－３ 03-5430-0008

菅外科・整形外科医院 東京都世田谷区代田１－１－５ 03-3414-5286

藤井内科医院 東京都世田谷区代田３－４３－１２ 03-3414-5557

福井クリニック 東京都世田谷区代田２－１－１６　 03-3410-5169

いしい外科 東京都世田谷区大原１－２４－８ 03-5738-5577

小原医院 東京都世田谷区大原１－４９－１４ 03-3460-2036

大原クリニック 東京都世田谷区大原２－２３－１９ 03-3324-3077

中島医院 東京都世田谷区大原２－１６－７－１階 03-3321-7788

山崎整形外科 東京都世田谷区羽根木１－２－２ 03-5376-3711

寺田医院 東京都世田谷区羽根木２－１７－１１ 03-3322-2685

桃子メディカルクリニック 東京都世田谷区代田５－２７－１ 03-6450-7702

山形医院 東京都世田谷区松原２－３９－１９ 03-3328-8800

明大前クリニック 東京都世田谷区松原２－４２－１４美鈴Ｓﾋﾞﾙ１０１ 03-5376-2281

うすだ内科クリニック 東京都世田谷区松原２－２９－１－２０１ 03-3323-7707

松原ファミリークリニック 東京都世田谷区松原５－４２－２ 03-5355-4976

井上医院 東京都世田谷区松原６－１－１０ 03-3323-0764

梶原クリニック 東京都世田谷区松原６－３５－６ 03-5301-5656

佐藤内科クリニック 東京都世田谷区松原５－６－６ 03-3322-5735

星医院 東京都世田谷区松原５－５－１ 03-3325-3080

大坪医院 東京都世田谷区松原５－５８－１１ 03-3328-2285

吉川内科医院 東京都世田谷区松原３－２８－８ 03-3323-0661
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大森クリニック 東京都世田谷区桜上水１－９－２ 03-3302-6121

広瀬クリニック 東京都世田谷区桜上水４－１６－１３ 03-3302-1438

桜上水医院 東京都世田谷区桜上水５－１３－９ 03-5374-6788

林診療所 東京都世田谷区桜上水４－１８－１９－２Ｆ 03-5316-5520

黒坂内科 東京都世田谷区上北沢１－１３－１ 03-3329-1517

清水メディカルクリニック 東京都世田谷区上北沢３－２４－１８ 03-5316-5518

上北沢クリニック 東京都世田谷区上北沢４－１１－８ 03-3306-2331

たかさごクリニック 東京都世田谷区上北沢５－１２－１９ 03-3306-7711

上北沢内科小児科医院 東京都世田谷区上北沢４－２０－１８ 03-3304-0551

渡辺内科クリニック 東京都世田谷区上北沢３－３４－１４ 03-3302-2030

柴本内科 東京都世田谷区八幡山３－３２－２５ 03-3303-8401

キタ・クリニック 東京都世田谷区赤堤２－４０－９ 03-3327-3941

みよし内科クリニック 東京都世田谷区赤堤３－１９－２２ 03-3328-5348

鳥居医院 東京都世田谷区赤堤３－２－１６ 03-5300-7733

野沢３丁目内科 東京都世田谷区野沢３－１－１６ 03-5779-8255

加藤クリニック 東京都世田谷区野沢２－１４－５ 03-3414-9688

林内科外科医院 東京都世田谷区野沢３－２３－１ 03-3421-2136

下馬内科クリニック 東京都世田谷区下馬４－２３－１４ 03-3418-3036

中島内科小児科医院 東京都世田谷区下馬５－７－２０ 03-3418-1889

駒沢・風の診療所 東京都世田谷区上馬４－４－１０ 03-5712-0012

駒沢診療所 東京都世田谷区上馬４－５－８ 03-3424-8562

駒沢ヒロタクリニック 東京都世田谷区駒沢１－２－２５　駒沢１・２ビル３Ｆ 03-5433-8300

西澤内科クリニック 東京都世田谷区駒沢１－６－１７ 03-5433-2817

かわにし整形外科クリニック 東京都世田谷区駒沢１－１９－８－１Ｆ 03-5875-1485

駒沢腎クリニック 東京都世田谷区駒沢１－１９－８アーバネスト駒沢３Ｆ 03-3411-7377

駒沢大塚クリニック 東京都世田谷区駒沢２－１－１３　関ビル２Ｆ 03-5712-1181

しらきメディカルクリニック 東京都世田谷区下馬２－４４－７ 03-6453-2707

みくに内科眼科クリニック 東京都世田谷区下馬１－４５－１７ 03-3411-3920

奥ノ山医院 東京都世田谷区下馬２－２１－２６ 03-3411-0005

おぎの内科クリニック 東京都世田谷区下馬６－２６－１５ 03-3414-2255

下馬６－２１かやしま医院 東京都世田谷区下馬６－２１－２ 03-3418-6555

西條クリニック下馬 東京都世田谷区下馬６－３１－１９ 03-3421-4386

齋藤医院 東京都世田谷区下馬１－４－１４ 03-3424-6911

シグマクリニック 東京都世田谷区下馬５－４１－２１ 0120-978-922

石橋医院 東京都世田谷区上馬１－１１－９ 03-3410-3377

みんなのクリニック三軒茶屋 東京都世田谷区上馬２－２９－２０ 03-6453-2390

三軒茶屋病院 東京都世田谷区三軒茶屋１－２１－５ 03-3410-7321

加藤医院 東京都世田谷区北沢２－２２－１１ 03-3412-1401

下北沢整形外科リウマチ科クリニック 東京都世田谷区北沢２－１４－１０－３Ｆ 03-6805-3038

島津メディカルクリニック 東京都世田谷区北沢２－２２－７ 03-5430-5556

志賀医院 東京都世田谷区北沢２－２９－１６ 03-3460-3552

下北沢トモクリニック 東京都世田谷区北沢２－３５－２　第３シンヤシキビル３Ｆ３０２ 03-3469-3330

さねみつ整形外科 東京都世田谷区北沢３－１－２ 03-3485-1511

佐伯医院 東京都世田谷区北沢４－１－１２ 03-3466-8848

直宮医院 東京都世田谷区北沢３－１１－１４ 03-3468-2867

おおた内科クリニック 東京都世田谷区北沢３－２－３　東北沢医療ビル２ Ｆ 03-5453-0010

ゆうハートクリニック 東京都世田谷区北沢２－１－１６－２Ｆ 03-5432-9310

羽山医院 東京都世田谷区代沢２－３６－８ 03-3487-1731

下山内科クリニック 東京都世田谷区代沢２－４４－１４ 03-3419-2300

原医院 東京都世田谷区代沢３－１２－１７ 03-3421-0688

大堀IBDクリニック 東京都世田谷区代沢１－２７－３－２F 03-6450-8200
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堀医院 東京都世田谷区代沢３－１６－８ 03-3421-2117

代沢さくら醫院 東京都世田谷区代沢４－４５－１９ 03-3412-2911

松多内科医院 東京都世田谷区代沢２－２８－８ 03-5430-7635

代沢診療所 東京都世田谷区代沢５－３０－９ 03-3419-5401

副島クリニック 東京都世田谷区代沢５－３－８ 03-3421-1793

かどた内科クリニック 東京都世田谷区代沢５－１８－１－２F 03-6413-8333

代沢内科クリニック 東京都世田谷区代沢４－５－１９－1F 03-3413-1159

上祖師谷かたらいクリニック 東京都世田谷区上祖師谷６－７－２８ 03-3300-6006

給田ファミリークリニック 東京都世田谷区給田３－２６－６ 03-5315-5511

上祖師谷クリニック 東京都世田谷区上祖師谷７－１－１４ 03-3326-1153

大賀内科クリニック 東京都世田谷区上祖師谷４－１７－１０ 03-3300-0863

ひらくクリニック 東京都世田谷区上祖師谷５－１８－９－１Ｆ 03-3308-0900

ファミリークリニック千歳烏山 東京都世田谷区南烏山５－１９－１０ 賀茂ビル１Ｆ 03-5314-3352

香川内科クリニック 東京都世田谷区粕谷３－１０－１２ 03-3305-3723

塩島内科医院 東京都世田谷区粕谷４－８－１２ 03-3308-5335

田村クリニック 東京都世田谷区粕谷４－１５－１ 03-5313-5213

吉野クリニック 東京都世田谷区南烏山５－１－１５－１０２ 03-5315-7170

杉浦クリニック 東京都世田谷区南烏山５－１６－４Ｓａｌｕｄ南烏山３Ｆ 03-5314-9757

世田谷おがたブレストクリニック 東京都世田谷区南烏山５－１８－１３モリッチビル２Ｆ 03-5384-5885

平泉医院 東京都世田谷区南烏山４－４－１１ 03-3309-7040

世田谷北部病院 東京都世田谷区南烏山２－９－１７ 03-3308-5221

烏山クリニック 東京都世田谷区南烏山４－１３－１０ｻﾆｰﾊﾟﾚｽ松美屋2F 03-3305-0022

烏山はなクリニック 東京都世田谷区南烏山６－１２－１２コーシャハイム千歳烏山１２号棟１Ｆ 03-5315-3315

ヨシダ消化器内科クリニック 東京都世田谷区南烏山６－６－２ 03-5314-5552

南烏山クリニック 東京都世田谷区南烏山６－７－１９　グレイスビル１F 03-3309-1818

久我山病院 東京都世田谷区北烏山２－１４－２０ 03-3309-8131

慶仁クリニック 東京都世田谷区北烏山３－３－５ 03-3300-2562

遠藤医院 東京都世田谷区北烏山６－２１－１５ 03-3300-8184

成瀬医院 東京都世田谷区北烏山１－４１－１８ 03-3300-1300

田中医院 東京都世田谷区北烏山７－２６ー１１ 03-3300-2110

天下堂医院 東京都世田谷区南烏山１－１１－１５ 03-3302-1751

芦花公園駅前クリニック 東京都世田谷区南烏山２－３６－５－１０１ 03-5315-5528

芦花公園クリニック 東京都世田谷区粕谷２－８－３　ゆうらいふ世田谷１Ｆ 03-5357-8112

高橋内科医院 東京都世田谷区南烏山２－３５－２ 03-3308-0580

沢田はしもと内科 東京都世田谷区祖師谷３－３７－５－２Ｆ 03-5429-8848

幸野メディカルクリニック 東京都世田谷区祖師谷３－３０－２８ 03-3483-1808

小島内科医院 東京都世田谷区祖師谷３－３６－２９ 03-3789-1151

大矢クリニック 東京都世田谷区祖師谷３－２７－７ 03-3483-2816

土橋クリニック 東京都世田谷区祖師谷４－２３－１８ 03-3482-9932

よつ葉内科クリニック 東京都世田谷区砧２－２２－２　エクセル砧１Ｆ 03-5727-1428

田代内科クリニック 東京都世田谷区砧３－４－１－５Ｆ 03-3749-3001

とみやまクリニック 東京都世田谷区砧４－２０－１１ﾘﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ砧1Ｆ 03-5727-3700

ふじ内科クリニック 東京都世田谷区砧６－２５－１３ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆﾃｨ砧１Ｆ 03-5727-0007

上川クリニック 東京都世田谷区砧６－２５－１３ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆﾃｨ砧３Ｆ 03-5727-0808

そしがや大蔵クリニック 東京都世田谷区砧６－３０－１野原ビル１Ｆ 03-6411-1535

大蔵外科クリニック 東京都世田谷区砧７－１２－２３ 03-3416-3261

砧クリニック 東京都世田谷区砧８－８－２０ 吉浦ビルⅡ２Ｆ 03-3416-6013

あんどうファミリークリニック 東京都世田谷区砧８－２１－８シェーンハイト１Ｆ２Ｆ 03-5727-5500

世田谷ＯＡクリニック 東京都世田谷区岡本２－１７－１４－２Ｆ 03-6320-1884

さくら内科クリニック 東京都世田谷区千歳台２－１４－７－１Ｆ 03-6411-3666

吉澤内科ハートクリニック 東京都世田谷区千歳台２－２６－２０ 03-3789-5502
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世田谷めぐりさわファミリークリニック 東京都世田谷区千歳台３－１１－１２－２Ｆ・３Ｆ 03-5787-7393

野崎医院 東京都世田谷区千歳台５－２－１８ 03-3484-0077

ちとせ台内科クリニック 東京都世田谷区千歳台５－１８－１０千歳台第一(医療ビル)２Ｆ 03-3789-8855

千歳台はなクリニック 東京都世田谷区千歳台５－２２－１ 03-5490-7061

世田谷千歳クリニック 東京都世田谷区千歳台６－１７－１２ 03-6909-1800

せきぐちクリニック 東京都世田谷区船橋１－１６－１ 03-3429-4181

桜田内科クリニック 東京都世田谷区船橋１－２９－３－２Ｆ 03-3706-2302

中江クリニック 東京都世田谷区船橋１－３１－１７ 03-5450-7476

有隣病院 東京都世田谷区船橋２－１５－３８ 03-3482-3611

八幡山ハートクリニック 東京都世田谷区八幡山２－４－５ 03-5316-9077

武井医院 東京都世田谷区船橋４－３５－９ 03-5429-8162

世田谷脳神経外科クリニック 東京都世田谷区船橋５－３３－１５ 03-3306-0550

大槻クリニック 東京都世田谷区船橋７－１－３ 03-3484-0341

吉澤医院 東京都世田谷区成城１－２２－９ 03-3415-6556

照屋内科医院 東京都世田谷区成城２－５－９ 03-3415-1025

髙橋医院 東京都世田谷区成城２－２１－１ 03-3415-9363

小川内科・糖尿病クリニック 東京都世田谷区成城４－４－１７ 03-3482-0710

成城水野クリニック 東京都世田谷区成城５－１１－４ 03-5490-8130

成城せとぐちクリニック 東京都世田谷区成城５－１３－２３ 03-5490-8700

鳥羽クリニック 東京都世田谷区成城６－６－９成城サウスビル２Ｆ 03-5490-9351

あ・ん・ど・うクリニック 東京都世田谷区成城６－１０－５－２Ｆ 03-5429-2581

成城木下病院 東京都世田谷区成城６－１３－２０ 03-3482-1702

宮沢クリニック 東京都世田谷区成城６－１６－６－１Ｆ 03-3482-1101

とよしま内視鏡クリニック 東京都世田谷区成城６－１７－５ 03-5429-9555

成城内科 東京都世田谷区成城６－２２－３ 03-5490-9111

成城加々美クリニック 東京都世田谷区成城９－５－１３ 03-5490-7550

みのわ内科 東京都世田谷区喜多見７－５－７ 03-3417-3959

高倉内科クリニック 東京都世田谷区喜多見９－１－７－２Ｆ 03-5497-5667

小森医院 東京都世田谷区鎌田２－２３－１１ 03-3700-0843

城田クリニック 東京都世田谷区鎌田３－２－２４－１Ｆ 03-3708-8818

西島内科クリニック 東京都世田谷区宇奈根３－１－２１ 03-5494-2020

医療法人社団緑眞会
千歳烏山アクアクリニック 東京都世田谷区北烏山９－１６－２３ 03-6909-1602

近藤内科クリニック 東京都世田谷区上馬２－２８－１６ 03-3411-1310

和みファミリークリニック 東京都世田谷区赤堤２－４４－１０ 03-4291-9671

あおぞら成城駅前クリニック 東京都世田谷区成城６－８－６－２Ｆ 03-6411-5123

奎和内科医院 東京都世田谷区北沢２－９－２０ 03-3469-1688

浅川クリニック 東京都世田谷区世田谷１－３－８ 03-3420-0032

小山クリニック 東京都世田谷区船橋５－９－６ 03-3290-1133

間宮泌尿器科クリニック 東京都世田谷区北沢２－２－３－４Ｆ 03-3422-6006

池ノ上産婦人科 東京都世田谷区北沢１－４１－６ 03-3467-4608

せたがや上町脳神経クリニック 東京都世田谷区世田谷２－４－２-４F・５F 03-5477-2020

はたのクリニック 東京都世田谷区八幡山１－１１－４ 03-3302-8443

世田谷調布大友内科リウマチ科千歳烏山院 東京都世田谷区南烏山４－１０－２　ヤスダビル１Ｆ 03-3305-6330

やまおかこどもクリニック 東京都世田谷区赤堤４－２０－１古谷ビル１Ｆ 03-5355-5072

成城こどもクリニック 東京都世田谷区成城６－５－３４成城ｺﾙﾃｨ３Ｆ 03-3482-1100

経堂ファミリアクリニック 東京都世田谷区経堂２－６－３メゾンドガレ１F 03-6432-6386

三軒茶屋内科リハビリテーションクリニック 東京都世田谷区下馬２－２０－１１　小畑ビル１－Ａ 03-5787-6110

内科後藤クリニック 東京都世田谷区玉川台1-2-17 03-3700-4666

瀬田・野本内科医院 東京都世田谷区玉川台2-1-5 フィールドパレス1F 03-3708-0533

小板橋内科 東京都世田谷区用賀1-7-22 03-3709-1855

松尾内科クリニック 東京都世田谷区用賀2-10-14 フォレスト446-1F 03-5717-7272
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佐藤診療所 東京都世田谷区用賀2-35-4 03-5491-7745

滝本医院 東京都世田谷区用賀2-36-12 03-3700-3723

まきのクリニック 東京都世田谷区用賀2-38-7 03-5716-5858

用賀アーバンクリニック 東京都世田谷区用賀2-41-17 1F・2F 03-5717-6331

あきら内科 東京都世田谷区用賀4-3-9 MORIYA THREE2F 03-3708-6777

たてき内科クリニック 東京都世田谷区用賀4-4-5 新栄倉ビル2F 03-5491-4670

なおこ皮膚科クリニック 東京都世田谷区用賀4-9-27 第三福ビル2F 03-6805-7484

坂谷クリニック 東京都世田谷区用賀4-10-3 ヒルズⅡ1F 03-5717-2255

荏原医院 東京都世田谷区用賀4-13-11 03-3700-0135

二本松クリニック 東京都世田谷区用賀4-32-5 03-3700-2025

用賀アレルギークリニック 東京都世田谷区用賀4-32-16 03-5491-4478

用賀レディースクリニック 東京都世田谷区上用賀3-8-11 03-5491-5137

上用賀世田谷通りクリニック 東京都世田谷区上用賀6-31-15-2F 03-3420-2959

上野毛駅前総合クリニック 東京都世田谷区上野毛2-7-16 玉屋ビル3F 03-6303-1114

松村医院 東京都世田谷区上野毛3-4-16 03-3702-8358

上野毛脳神経外科クリニック 東京都世田谷区上野毛3-14-14 アーバンプレイス上野毛1F 03-5758-1150

幡野内科クリニック 東京都世田谷区瀬田2-13-14 03-3700-6889

仁藤医院 東京都世田谷区瀬田4-18-5 03-3700-6216

二子玉川ライズひろ内科クリニック 東京都世田谷区玉川1-15-6 二子玉川ライズプラザモール204 03-5797-9861

二子玉川齋藤メディカルクリニック 東京都世田谷区玉川2-5-8 齋藤メディカルビル1・2F 03-5491-5880

二子玉川メディカルクリニック 東京都世田谷区玉川3-15-1 曽根ビル5F 03-3707-7720

日産厚生会玉川クリニック 東京都世田谷区玉川3-15-17 玉川高島屋SC西館1F 03-3709-3281

ひはらクリニック 東京都世田谷区玉川3-21-10 ドミルチエ1F 03-3708-2005

髙橋医院 東京都世田谷区玉川3-23-22 03-3700-0232

ホームクリニック東京 東京都世田谷区玉川3-29-2 リバーサイドメゾン404 03-6805-6986

唐沢内科医院 東京都世田谷区深沢1-18-9-1F 03-3701-7552

岡﨑内科クリニック 東京都世田谷区深沢5-36-18 03-5758-3680

田崎胃腸科内科 東京都世田谷区深沢6-2-17 1F・2F 03-3703-4133

冬城産婦人科医院 東京都世田谷区深沢6-20-8 03-3701-5681

永井小児科内科医院 東京都世田谷区深沢6-20-14 03-5707-0624

雨宮内科 東京都世田谷区深沢6-30-13 03-3701-5920

さいとうクリニック 東京都世田谷区新町2-35-20 03-3425-1200

桜新町アーバンクリニック 東京都世田谷区新町3-21-1 さくらウェルガーデン2F 03-3429-1192

ひかりクリニック 東京都世田谷区新町3-22-4 03-5426-7888

駒沢公園内科クリニック 東京都世田谷区駒沢4-1-1 ノア駒沢1F 03-5779-6603

浜本眼科・内科 東京都世田谷区駒沢4-19-13 ヴェルデール駒沢201 03-5432-6302

桜新町クリニック 東京都世田谷区桜新町1-7-6 03-5706-4321

池上内科循環器内科クリニック 東京都世田谷区桜新町1-11-5 03-5426-6550

さくらクリニック 東京都世田谷区桜新町1-14-22 Fコート桜新町1F 03-5477-8040

せたがや泌尿器腎クリニック 東京都世田谷区桜新町1-40-8 桜新町クリニックモール2F 03-3425-1124

せたがや内科・消化器クリニック 東京都世田谷区桜新町1-40-8 桜新町クリニックモール3F 03-3428-1107

蓮沼クリニック 東京都世田谷区桜新町2-8-2 MIYATAビル2F 03-3420-7060

桜新町ペインクリニック 東京都世田谷区桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町B1F 03-5799-6566

桜新町サカベ内科循環器科クリニック 東京都世田谷区桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町3F 03-5799-6672

とも内科クリニック 東京都世田谷区桜新町2-10-4 ミケア2D 03-5451-7700

浜田クリニック 東京都世田谷区等々力2-1-15 03-5758-7781

古市クリニック 東京都世田谷区等々力2-32-14 03-5706-6055

中野医院 東京都世田谷区尾山台3-7-13 03-3705-2551

平井医院 東京都世田谷区尾山台3-28-15 03-5760-3557

阿久津内科 東京都世田谷区尾山台3-33-3 03-3701-6868

弘中クリニック 東京都世田谷区等々力3-5-2 ヒューリック等々力ビル2F 03-6914-2600
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とどろき駅前クリニック 東京都世田谷区等々力3-11-5 03-5707-3808

みずよしクリニック 東京都世田谷区等々力4-1-1 尾山台駅前ビル2F 03-5707-2206

尾山台整形外科 東京都世田谷区等々力4-1-1 尾山台駅前ビル3F 03-5707-6652

健内科クリニック 東京都世田谷区等々力4-9-1 03-6809-8171

尾山台ゆあさ内科クリニック 東京都世田谷区等々力5-5-12-2F 03-3704-1024

等々力診療所 東京都世田谷区等々力6-1-17 03-3704-0191

丸山内科医院 東京都世田谷区等々力8-6-3 03-3701-6457

更家内科クリニック 東京都世田谷区等々力8-14-14-1F 03-3702-4968

等々力内科クリニック 東京都世田谷区等々力8-24-14 03-3702-5425

上杉医院 東京都世田谷区中町1-19-19 03-5706-0777

森山医院 東京都世田谷区中町2-17-20 03-3701-6621

松原診療所 東京都世田谷区中町2-37-19 03-3701-1233

中町クリニック 東京都世田谷区中町3-15-5 03-5707-5520

菅澤医院 東京都世田谷区中町4-31-13 03-3701-1650

目黒医院 東京都世田谷区上野毛1-4-3 03-3702-5496

杉本クリニック 東京都世田谷区上野毛1-14-1 上野毛ステーションヒルズⅡ101 03-5758-3471

うたクリニック内科消化器内科 東京都世田谷区上野毛1-30-22 03-6382-8111

瀬田診療所 東京都世田谷区上野毛4-24-15 03-3700-4369

さとう内科・脳神経クリニック 東京都世田谷区奥沢2-4-10 03-5726-9995

板谷クリニック 東京都世田谷区奥沢2-10-12 03-3723-0655

奥沢病院 東京都世田谷区奥沢2-11-11 03-5701-7788

奥沢やまなかクリニック 東京都世田谷区奥沢2-17-3-102 03-5534-8739

たかみ内科・循環器クリニック 東京都世田谷区奥沢2-25-4-1F 03-3723-3737

こじま内科呼吸器科 東京都世田谷区奥沢2-38-9-302 03-3725-1159

大和内科・消化器内科クリニック 東京都世田谷区奥沢3-35-5 03-3727-5100

黒田医院 東京都世田谷区東玉川2-14-11 03-5499-0662

久富医院 東京都世田谷区奥沢4-5-2 03-3720-6236

清水整形外科医院 東京都世田谷区奥沢5-14-11 03-5701-2801

くろおかクリニック 東京都世田谷区奥沢5-23-18 メディス自由が丘2F 03-6459-5295

小松内科クリニック 東京都世田谷区奥沢5-25-11 03-3717-7772

平山惠子産婦人科小児科クリニック 東京都世田谷区奥沢6-3-7 サンプラザ田園調布202B 03-5758-3653

玉川診療所 東京都世田谷区奥沢6-13-5 03-3701-0286

自由が丘南口クリニック 東京都世田谷区奥沢6-21-11 03-5707-1031

荒井内科クリニック 東京都世田谷区奥沢6-32-6 03-5707-0300

上田クリニック 東京都世田谷区奥沢7-19-9 03-6809-7031

吉本診療所 東京都世田谷区奥沢8-14-1 03-3701-5315

藤田医院 東京都世田谷区玉川田園調布1-8-1 03-3721-0611

世田谷内科・糖尿病総合クリニック 東京都世田谷区奥沢2-14-3 パークガーデン1F 03-6421-1887

せたがや内科・神経内科クリニック 東京都世田谷区玉川3-39-12 03-6805-6418

医療法人社団温光会　内藤病院 東京都渋谷区初台１－３５－１０ 03-3370-2351

花クリニック 東京都渋谷区代々木１－３８－１１ 03-3375-1161

笹塚平本クリニック 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４
ショッピングモ－ル２１、２Ｆ 03-3485-0170

内科循環器科　伊藤内科 東京都渋谷区恵比寿１－１３－８
第５伊藤ビル１Ｆ 03-3446-7400

並木橋クリニック 東京都渋谷区東１－２６－３２ 03-3499-6223

三協医院 東京都渋谷区上原２－３８－１０ 03-3468-7075

赤阪医院 東京都渋谷区神宮前３－３１－９ 03-3401-7506

クリニック桜丘 東京都渋谷区桜丘町１４－６
黒松ビル１Ｆ 03-3496-6789

医療法人財団鎮目記念会　鎮目記念クリニック 東京都渋谷区代々木２－１６－７
山葉ビル６Ｆ 03-3299-3591

赤心堂クリニック 東京都渋谷区代々木３－３３－１０ 03-3370-5306

山脇診療所 東京都渋谷区代々木４－５－１６
Ｌａ鳳山１０１号 03-3375-1325

吉田医院 東京都渋谷区円山町１３－６ 03-3461-0724
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北参道クリニック 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－４－２ 03-5379-5526

武藤医院 東京都渋谷区本町２－４１－２ 03-3377-3892

本町内科小児科クリニック 東京都渋谷区本町２－６－９
森ビル３Ｆ 03-5351-1356

佐藤内科クリニック 東京都渋谷区南平台町１３－１
サトウビル１Ｆ 03-3463-1864

医療法人財団　放友クリニック 東京都渋谷区宇田川町７－１３
第二共同ビル７Ｆ 03-3464-5078

篠原クリニック 東京都渋谷区笹塚３－５８－１８ 03-3377-6633

小島クリニック 東京都渋谷区笹塚２－９－１ 03-3378-7279

リーメディカルクリニック 東京都渋谷区恵比寿３－３９－５
メゾン・ド・ボネ－ル白金１Ｂ 03-5420-0168

長岩医院 東京都渋谷区道玄坂２－９－５ 03-3461-0851

吉田産婦人科クリニック 東京都渋谷区幡ヶ谷３－７４－１０ 03-3376-0900

医療法人社団鴻鵠会　恵比寿クリニック 東京都渋谷区恵比寿４－１－１８
恵比寿ネオナート２Ｆ 03-3440-3131

メディカルクリニック広尾 東京都渋谷区広尾５－１６－４
ロイヤルパレス広尾１０３号 03-3443-7060

エビス診療所 東京都渋谷区恵比寿２－１０－５ 03-3443-0744

医療法人社団勝和会　土田整形外科 東京都渋谷区幡ヶ谷３－７８－６ 03-3376-6920

医療法人社団旭洋会　鈴木医院 東京都渋谷区本町２－１８－８ 03-3377-3610

医療法人社団千修会　日健クリニック 東京都渋谷区道玄坂２－１０－７
新大宗ビル５号館５階 03-3476-0488

大平医院 東京都渋谷区桜丘町２３－１７
シティコ－ト桜丘１Ｆ 03-3462-1575

医療法人社団和孝会　荻原整形外科 東京都渋谷区本町２－７－１０ 03-5371-3001

北田医院 東京都渋谷区本町２－７－６ 03-3377-3569

渋谷サンクスクリニック 東京都渋谷区神南１－２２－９
サンクスビル３Ｆ 03-3770-7300

渡辺七六クリニック 東京都渋谷区代々木１－３８－５－
７Ｆ 03-3376-0076

医療法人社団健宝会　小川医院 東京都渋谷区幡ヶ谷２－５－７ 03-3376-3877

道玄坂平賀クリニック 東京都渋谷区道玄坂１－９－３
大和ビル 03-3464-6341

佐藤クリニック 東京都渋谷区恵比寿４－２８－５
プレサ－ジュ２F 03-5447-2477

医療法人社団晴梢会　小林医院 東京都渋谷区上原１－２３－１ 03-3467-3577

吉峰内科胃腸科 東京都渋谷区東１－２７－４
吉峰ビル２Ｆ 03-3407-1115

クリニック玲タケダ 東京都渋谷区本町１－５２－２
Ｋビル３Ｆ 03-3377-9809

医療法人社団鳳凰会　フェニックスメディカルクリニック 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－４１－６ 0120-063-063

医療法人社団星和会　あさの整形外科 東京都渋谷区恵比寿２－１０－１ １Ｆ 03-3443-0555

医療法人社団　しおざき内科 東京都渋谷区渋谷１－７－５
青山セブンハイツ２F 03-5485-3123

広尾タワークリニック 東京都渋谷区広尾１－１－３１
広尾タワー２Ｆ 03-3498-6662

医療法人社団健豊会　西島クリニック 東京都渋谷区渋谷３－９－９
東京建物渋谷ビル 03-3400-3637

和田整形外科クリニック 東京都渋谷区笹塚２－１０－４
Ｙ笹塚ビル３Ｆ 03-5371-1666

広尾本間クリニック 東京都渋谷区広尾５－３－１５
広尾スカイビル３Ｆ 03-3446-7173

木実谷医院 東京都渋谷区笹塚３－５４－４ 03-3370-1027

医療法人社団和会　渋谷コアクリニック 東京都渋谷区渋谷１－９－８
朝日生命宮益坂ビル３Ｆ 03-3498-2111

医療法人財団東京勤労者医療会　代々木診療所 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２６－６ 03-3478-1468

田尻医院 東京都渋谷区代々木１－５３－４
田尻ビル６Ｆ 03-3370-3827

医療法人社団静仁会　中島医院 東京都渋谷区松涛１－８－１６ 03-3467-7501

医療法人社団はたがや協立会　はたがや協立診療所 東京都渋谷区幡ヶ谷３－９－１１
プラッツ幡ヶ谷１Ｆ 03-5304-0621

医療法人社団基豊会　笹塚田中クリニック 東京都渋谷区笹塚２－１６－４
アンディーラニ笹塚１Ｆ 03-5333-6055

いのくち内科クリニック 東京都渋谷区本町１－１１－１１ 03-5302-5200

医療法人社団三昭会　渋谷新南口クリニック 東京都渋谷区渋谷３－２８－８
第三久我屋ビル２階 03-3406-6301

千駄ヶ谷医院 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１４－１４ 03-3356-7535

医療法人社団創友会　ヒラハタクリニック 東京都渋谷区渋谷１－２４－６
マトリクス・ツービル９階 03-3400-3288

かずえキッズクリニック 東京都渋谷区幡ヶ谷３－８１－７ 03-3376-1662

医療法人社団誠心堂会　笠原クリニック 東京都渋谷区広尾５－２０－５
Ｋ・ＨＩＲＯＯ１～４Ｆ 03-3441-7622

東京原宿医院 東京都渋谷区神宮前１－１０－２３ 03-3402-7474

医療法人社団呼吸会　谷本呼吸器内科クリニック 東京都渋谷区代々木２－１６－７
山葉ビル５階 03-5351-1081

医療法人社団　松吉医院 東京都渋谷区笹塚１－５７－５－２Ｆ 03-3377-3718

医療法人社団拓研会　岩瀬内科循環器科クリニック 東京都渋谷区笹塚２－１０－４
Ｙ笹塚ビル２Ｆ 03-3375-7227
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浜内科クリニック 東京都渋谷区西原３－２－４
丸幸ビル２Ｆ 03-3481-2061

うえき内科こどもクリニック 東京都渋谷区猿楽町２４－７
代官山プラザ３F 03-3461-5518

代官山診療所 東京都渋谷区猿楽町２４－７
代官山プラザ３０１ 03-5728-3165

ウィメンズクリニック林 東京都渋谷区道玄坂２－２５－６
ホリウチビル４Ｆ 03-3464-8815

医療法人社団澤池会　坂本クリニック 東京都渋谷区笹塚１－３１－１１
ビラ－ジュ笹塚１ 03-3469-3926

小野クリニック 東京都渋谷区渋谷１－２１－１２
パシフィック青山101 03-3400-8324

医療法人社団文昭会　内藤小児科内科医院 東京都渋谷区恵比寿南２－５－９ 03-3713-2526

医療法人社団ピクシス　ノリメディカルクリニック笹塚南 東京都渋谷区笹塚１－３０－３
ビラージュ笹塚Ⅲ６Ｆ 03-5452-0241

宮本医院 東京都渋谷区本町５－２７－１１ 03-3376-1653

エスエス内科循環器科クリニック 東京都渋谷区広尾１－１０－１１ 03-3440-2110

医療法人社団育心会　稲垣クリニック 東京都渋谷区代々木５－７－１７ 03-5453-1399

医療法人社団樹仁会　森医院 東京都渋谷区本町２－６－９ 森ビル 03-3377-4077

医療法人社団ひさわ会　久野マインズタワークリニック 東京都渋谷区代々木２－１－１
新宿マインズタワ－２Ｆ 03-3370-5906

代官山パークサイドクリニック 東京都渋谷区代官山町１６－１
カスティヨ代官山２F 03-5456-6282

参宮橋整形外科・内科 東京都渋谷区代々木５－５５－７
１階 03-6407-8517

越川医院 東京都渋谷区大山町３６－１３ 03-3466-5665

医療法人社団賛州会　藤岡医院 東京都渋谷区笹塚１－３０－１１
中村ビル３Ｆ 03-3460-0798

まみや内科胃腸クリニック 東京都渋谷区恵比寿西１－８－７
見須ビル５Ｆ 03-3464-6321

医療法人社団隆津会　辻整形外科 東京都渋谷区西原１－２１－１５ 03-3466-2971

医療法人社団恵比寿会　淳クリニック 東京都渋谷区恵比寿西１－１４－２
ツムラビル２０１ 03-5489-0463

医療法人社団東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイスクリニック 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３
恵比寿ガ－デンプレイスタワー３Ｆ 03-5420-1611

初台あらいクリニック 東京都渋谷区代々木４－３２－１
トーシンビルミレニアム４Ｆ 03-5302-1707

広尾内科クリニック 東京都渋谷区広尾５－１１－１２ 03-6277-3916

医療法人社団浩邦会　代官山内科外科クリニック 東京都渋谷区猿楽町２１－３ 03-6455-0460

医療法人社団涼水会　木島小児科内科耳鼻咽喉科医院 東京都渋谷区富ヶ谷２－２１－１０ 03-3467-6740

ザ・キングクリニック 東京都渋谷区神宮前６－３１－１１
ｉｏｒｉ表参道Ｂ１Ｆ 03-3409-0764

医療法人社団松和会　望星新宿南口クリニック 東京都渋谷区代々木２－９－２
久保ビル３階 03-3376-0191

神宮前クリニック 東京都渋谷区神宮前３－６－１３ 03-6721-1801

板垣医院 東京都渋谷区笹塚３－１８－８ 03-3377-7405

医療法人社団いその会　あさわクリニック初台 東京都渋谷区本町１－４－３
エバーグレイス本町１階 03-3377-3370

渡辺クリニック 東京都渋谷区本町３－１０－３
清水橋矢部ビル２Ｆ 03-3375-7361

医療法人社団布川会　笹塚・代田橋透析クリニック 東京都渋谷区笹塚１－６４－８
笹塚サウスビル２階 03-5304-1131

医療法人社団礼恵会　むすび葉クリニック渋谷 東京都渋谷区東２－２－８
渋谷第２ＴＹビル２Ｆ 03-5778-9797

医療法人社団松寿会　松浦クリニック 東京都渋谷区恵比寿１－２３－６
ザ・マグノリアガーデン恵比寿１Ｆ 03-3444-1791

笹塚２１内科ペインクリニック 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４
笹塚ショッピングモール２Ｆ 03-3485-6311

医療法人社団ＭＹメディカル ＭＹメディカルクリニック渋谷 東京都渋谷区宇田川町２０－１７
ＮＭＦ渋谷公園通りビル５階 03-6452-5100

恵比寿みなみ観音坂クリニック 東京都渋谷区恵比寿南３－１０－１４
コープ恵比寿１０１ 03-3710-8181

えびすハートクリニック 東京都渋谷区恵比寿西１－１０－７
 ＭＭＳビル２Ｆ 03-3461-1077

医療法人社団慶照会　幡ヶ谷内科クリニック 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１６－８ 03-3373-4810

医療法人社団正賀会　代々木山下医院 東京都渋谷区代々木１－３５－４
代々木クリスタルビルＢ１－１号 03-3370-1599

広尾ガーデンヒルズクリニック 東京都渋谷区広尾４－１－１２
広尾ガーデンヒルズＧ棟 03-3406-5530

代々木上原駅前内科クリニック 東京都渋谷区西原３－７－８
フィールド代々木上原２階 03-5790-9880

医療法人社団博悠会　代々木八幡クリニック 東京都渋谷区富ヶ谷１－５１－４
代々木八幡猪山ビル２Ｆ 03-3465-2662

医療法人社団祥樹会　きかわだクリニック 東京都渋谷区代々木１－４３－７
ＳＫビル１Ｆ 03-3379-2002

医療法人社団東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック 東京都渋谷区東３－９－１９
ＶＯＲＴ恵比寿ｍａｘｉｍ Ｂ１階 03-6849-2041

長澤医院 東京都渋谷区西原１－８－１２ 03-3466-3665

医療法人社団ＤＥＮ　みいクリニック代々木 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２１－１４バリューＨＲビル２階 03-6276-5385

渋谷済生クリニック 東京都渋谷区東２－２３－３
タゴシンビル１Ｆ 03-3409-1041

医療法人社団仁愛会　仁愛内科 東京都渋谷区宇田川町３－７
 ヒューリック渋谷公園通りビルＢ1階 03-6906-8553

医療法人社団樹医会　渋谷胃腸クリニック 東京都渋谷区円山町３－２
後藤ビル３F 03-3462-5190

小泉クリニック 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３１－６ 03-3460-5123
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医療法人社団ゆみの　ゆみのハートクリニック渋谷 東京都渋谷区桜丘町２５－１８
NT渋谷ビル2階 03-3461-8838

医療法人社団創青会　あおい内科 東京都渋谷区西原３－８－５
アコルデ代々木上原B１F A002号 03-5738-2380

ニキ・ハートクリニック 東京都渋谷区本町４－１６－９
－１０１ 03-6383-3512

白滝医院 東京都渋谷区富ケ谷１－４８－６
代々木公園ハイツ１階 03-3466-5655

新宿内科 東京都渋谷区代々木２－９－５
FPG links SHINJUKU Terrace ８階03-6276-6233

さかいメディカルクリニック 東京都渋谷区渋谷区元代々木町６－１－１０１ 03-6407-9348

医療法人慶聰会
矢澤クリニック渋谷 東京都渋谷区上原１－３３－１１－
２階 03-5738-7282

広尾羽澤内科眼科クリニック 東京都渋谷区広尾３－１１－１０ 03-6450-5160

西新宿5丁目内山クリニック 東京都渋谷区本町3-31-13 03-3372-0077

せんだがや整形外科リハビリクリニック 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－２２－３
三瑛ビル１階 03-3423-1200

一般社団法人　メディカルクリニック渋谷 東京都渋谷区渋谷３－２９－１７
ホテルメッツ渋谷２Ｆ 03-6418-0024

サン・キタノクリニック 東京都渋谷区恵比寿西１－１４－８ 03-3461-3317

医療法人財団荘敬会　富ヶ谷みらいクリニック 東京都渋谷区富ヶ谷１－４９－３　フェリーチェ代々木公園１階 03-3467-7171

CLINIC TEN SHIBUYA 東京都渋谷２－２０－１２
日永ビル２F 03-4400-5355

医療法人社団バリューメディカル　バリューＨＲビルクリニック 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２５－５ 03-6380-1400

医療法人社団ＥＢＩＳ　恵比寿脳神経外科・内科クリニック 東京都渋谷区恵比寿南１－４－１５
恵比寿銀座クロスビル3階 03-3712-1188

医療法人社団Ｔ＆Ｓ　神宮の杜クリニック 東京都渋谷区神宮前１－１９－１１
はらじゅくアッシュ７Ｆ 03-5413-7275

KARADA内科クリニック渋谷 東京都渋谷区神南１－２３－１３　丸大ビル６F 03-6416-3127

表参道クリニック 東京都渋谷区神宮前３－１３－２ 03-3478-6801

ウェルネストクリニック 東京都渋谷区道玄坂２－３－２　大外ビル３階 03-3476-0007

クロス病院 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１８－２０ 03-3376-6450

医療法人財団東京勤労者医療会　代々木病院 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－７ 03-3478-7038

三五医院 東京都中野区南台2-6-8 03-3381-0313

白石医院 東京都中野区南台2-18-10 03-3384-5255

宮下医院 東京都中野区南台2-24-12 03-5385-3050

医療法人社団二人会　クリニカル南台 東京都中野区南台2-45-10 03-3381-8681

白川クリニック 東京都中野区南台2-51-8 03-6382-5011

高橋医院 東京都中野区南台3-3-3 03-3381-3238

多田町診療所 東京都中野区南台３－２５－７　ウインズビル３階 03-3381-3191

山田クリニック 東京都中野区南台5-32-2 03-3381-5213

南台寺尾クリニック　内科・小児科 東京都中野区南台3-37-27 03-3381-7755

医療法人社団幸芳会　藤間産婦人科医院 東京都中野区弥生町1-17-1 03-3372-5700

医療法人社団ソレイユ　平澤クリニック 東京都中野区弥生町1-54-12 03-5304-5790

溝口医院 東京都中野区弥生町2-12-9 03-3372-0035

医療法人社団博和会　山本クリニック 東京都中野区弥生町3-26-3 03-3372-0007

社会医療法人社団健友会　川島診療所 東京都中野区弥生町3-27-11 03-3372-4438

原クリニック 東京都中野区弥生町5-4-16-103 03-3381-2711

医療法人社団健助会　やなだクリニック 東京都中野区弥生町6-2-20 03-5342-9511

荘司医院 東京都中野区本町1-3-11 03-3373-3335

仁友クリニック 東京都中野区本町2-45-10 03-3372-5121

医療法人社団朋翔会　弥生ファーストクリニック 東京都中野区本町2-46-1 03-3320-7211

河崎外科胃腸科 東京都中野区本町3-7-5 03-3372-0273

秋吉クリニック 東京都中野区本町3-20-22 03-3378-1600

やまもと消化器内科クリニック 東京都中野区本町3-31-7 03-5304-1195

本郷診療所 東京都中野区本町4-26-2 03-3381-5456

新中野内科クリニック 東京都中野区本町4-45-9 03-6382-5270

医療法人社団　中村診療所 東京都中野区本町5-39-2 03-3381-3797

中野診療所 東京都中野区本町6-12-13 03-3381-0151

吉田内科クリニック 東京都中野区本町6-20-17 03-5328-2050

医療法人社団浩悠会　田沼内科・小児科医院 東京都中野区本町6-23-3 03-3380-2622

上田クリニック 東京都中野区東中野1-23-4-101 03-5989-1164
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実施機関名 所在地 電話番号

セイメイ内科 東京都中野区中央1-25-5-106 03-5389-2972

医療法人社団燦燦会　中野サンクリニック 東京都中野区中央1-32-7 03-6908-8030

渡辺整形外科・外科・内科 東京都中野区中央2-2-3 03-3361-1770

医療法人社団虹耀会　中野坂上米沢医院 東京都中野区中央2-4-3-102 03-3365-2727

くすのき診療所 東京都中野区中央2-7-8-103 03-3361-0072

塔ノ山医院 東京都中野区中央2-14-9 03-3371-7106

中野中央クリニック 東京都中野区中央2-59-18 03-5332-5429

医療法人社団みやび　みやびハート＆ケアクリニック 東京都中野区中央3-35-4
ナビウス新中野1階EAST 03-5385-3880

新渡戸記念中野総合病院 東京都中野区中央4-59-16 03-3382-1231

中村外科医院 東京都中野区東中野1-6-6 03-3368-1374

木村内科 東京都中野区東中野1-37-11 03-3361-1114

近藤泌尿器科内科クリニック 東京都中野区東中野1-51-1 03-3362-1777

医療法人社団仁医会　東中野クリニック 東京都中野区東中野1-58-12 03-3361-2732

医療法人社団敬裕会　高田整形外科クリニック 東京都中野区東中野2-27-7 03-3366-5621

いたや内科クリニック 東京都中野区東中野3-8-9 03-3366-3300

新井クリニック 東京都中野区東中野3-10-12 03-5331-3383

社会医療法人社団健友会　桜山診療所 東京都中野区東中野3-17-8 03-3369-0900

医療法人社団佐介会　田中クリニック 東京都中野区東中野3-17-18 03-5348-2707

中谷内科クリニック 東京都中野区東中野4-7-8 03-3366-1481

渡辺クリニック 東京都中野区東中野4-7-18 03-5331-3286

おおくら内科 東京都中野区東中野5-1-1 03-5332-7676

中谷医院 東京都中野区東中野5-8-7 03-3361-2384

医療法人社団鉄伸会　かたやま医院 東京都中野区東中野5-23-14 03-3227-0603

上落合おばたクリニック 東京都中野区東中野5-29-10 03-5332-6886

宇野医院 東京都中野区中野1-6-2 03-3369-2090

山田医院 東京都中野区中野2-14-17 03-3384-3555

きはらクリニック 東京都中野区中野2-25-3 3階 03-3381-6611

社会医療法人社団健友会　城西診療所 東京都中野区中野3-3-1 03-3381-5105

医療法人社団友翔会　矢野クリニック 東京都中野区中野3-28-21 03-5341-3131

桃園医院 東京都中野区中野3-40-25 03-3381-3747

おうじ内科・糖尿病クリニック 東京都中野区中野5-26-8 03-3388-1024

赤沢医院 東京都中野区中野5-33-28 03-3387-1811

尾崎内科 東京都中野区中野5-38-9 03-3388-5577

やまさき内科クリニック 東京都中野区中央5-39-13-1F 03-3380-7777

社会医療法人社団健友会中野共立病院附属健診センター東京都中野区中野5-45-4  03-3386-9106

あけのほし内科クリニック 東京都中野区中野5-67-4 03-3386-6500

上高田ちば整形外科・小児科 東京都中野区上高田1-8-13 03-3228-1555

上高田クリニック 東京都中野区上高田1-8-13 03-5942-5822

宮地内科医院 東京都中野区上高田1-35-9 03-3361-1858

中野の森クリニック 東京都中野区上高田1-37-11 03-3361-1381

宮医院 東京都中野区上高田3-1-13 03-3385-3177

まるたに内科循環器科 東京都中野区上高田3-24-2 03-3388-1236

医療法人社団徳静会　横畠病院 東京都中野区新井1-38-6 03-3389-2531

医療法人社団　山田クリニック 東京都中野区新井2-6-10 03-3386-0415

新橋医院 東京都中野区新井2-10-3 03-3385-2800

寺内医院 東京都中野区新井5-31-1 03-3386-2267

医療法人社団佐光会　さわだ医院 東京都中野区沼袋4-24-5 03-5318-2526

社会医療法人社団健友会　江古田沼袋診療所 東京都中野区沼袋4-27-15 03-3387-3424

いしい内科クリニック 東京都中野区沼袋4-31-11 03-5345-7667

井上医院 東京都中野区松が丘1-2-16 03-3386-6194

春川内科クリニック 東京都中野区松が丘1-33-15 03-5345-5477
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実施機関名 所在地 電話番号

松が丘医院 東京都中野区松が丘2-34-2 03-3953-0682

林医院 東京都中野区江原町1-11-14 03-3565-0511

武田内科クリニック 東京都中野区江原町3-5-10-202 03-3950-3836

医療法人社団　小金澤医院 東京都中野区江原町3-35-8 03-3951-5621

哲学堂石井内科医院 東京都中野区江古田1-1-4 03-5906-5010

荻原医院 東京都中野区江古田2-11-10 03-3388-5050

小児科内科高田医院 東京都中野区江古田3-5-10 03-3386-7383

斉藤医院 東京都中野区江古田3-6-6 03-3389-7288

医療法人財団健貢会　総合東京病院 東京都中野区江古田3-15-2 03-3387-5421

社会福祉法人浄風園　中野江古田病院 東京都中野区江古田4-19-9 03-3387-7321

広川医院 東京都中野区江古田4-30-15 03-3228-1707

医療法人社団悠友会　天正堂クリニック 東京都中野区丸山1-5-7 03-3319-3965

たかねファミリークリニック 東京都中野区丸山2-27-13 03-5356-8120

医療法人社団愛誠会　のがたクリニック 東京都中野区野方1-40-1 03-3389-2201

杉本医院 東京都中野区野方2-7-17 03-3388-2338

橋本医院 東京都中野区野方3-15-3 03-3389-0355

くり小児科内科 東京都中野区野方4-22-3 03-5345-6166

医療法人社団健唯会　野方駅内科 東京都中野区野方5-3-1 03-5356-8153

高崎医院 東京都中野区野方5-4-13 03-3338-3037

石森脳神経外科 東京都中野区野方5-10-15 03-3310-5041

重福医院 東京都中野区野方5-29-5 03-5327-3803

中村医院 東京都中野区野方6-1-2 03-3336-1859

鳥海ペインクリニック 東京都中野区野方6-3-2 03-3338-1414

いたばしクリニック 東京都中野区大和町1-27-3 03-5356-1623

たかとり内科 東京都中野区大和町1-30-6 03-6265-5835

やはたクリニック 東京都中野区大和町1-44-4 03-5364-5361

能戸クリニック 東京都中野区大和町1-45-12 03-3337-6700

白浜医院 東京都中野区大和町2-6-7 03-3339-6424

小川クリニック 東京都中野区大和町2-46-4 03-5327-4664

社会医療法人社団健友会　やまと診療所 東京都中野区大和町3-3-12 03-3339-5640

医療法人社団渡辺会　大場診療所 東京都中野区大和町3-40-6 03-3330-0073

高梨医院 東京都中野区大和町4-10-21 03-3337-6987

医療法人社団朋侑会　宮嶋メディカルクリニック 東京都中野区若宮1-25-12 03-3338-7492

やじまクリニック 東京都中野区若宮2-1-23 03-3339-1811

佐藤医院 東京都中野区若宮2-23-6 03-3338-0536

とりつかせいクリニック 東京都中野区若宮3-36-12 03-3310-3880

医療法人社団蒼天会　つるた鷺ノ宮クリニック 東京都中野区白鷺1-7-15 03-5373-8460

すぎやまクリニック 東京都中野区鷺宮1-27-5-3F 03-3223-1275

塩崎クリニック 東京都中野区鷺宮2-5-7 03-5327-3336

医療法人社団フレシェア　若宮診療所 東京都中野区鷺宮3-11-8 03-3338-7335

さかい内科クリニック 東京都中野区鷺宮3-19-15 03-5327-3670

医療法人社団明篤会　沖津医院 東京都中野区鷺宮3-20-4 03-3339-2865

熊谷医院 東京都中野区鷺宮3-32-5 03-3338-1515

美穂診療所 東京都中野区鷺宮5-3-14 03-3990-1208

やまぐち内科ハートクリニック 東京都中野区上鷺宮2-4-1 03-3970-0770

医療法人社団哲心会　千川通り　あさのクリニック 東京都中野区上鷺宮3-16-1 03-5987-0114

医療法人社団関会　関医院 東京都中野区上鷺宮4-6-21 03-3990-2644

たかのクリニック 東京都中野区上鷺宮4-6-38 03-3990-2222

のぐち内科クリニック 東京都中野区上鷺宮4-17-14 03-3926-0007

長澤内科 東京都中野区東中野2-28-14
メディカルコートⅡ 03-3362-5695

頭とからだのクリニック　かねなか脳神経外科 東京都中野区中央4-4-2 03-6382-4880
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医療法人社団省賢会
古藤クリニック 東京都中野区中野2-13-23　岡デンタルビル2階 03-3229-6582

中野ひだまりクリニック 東京都中野区東中野3-6-12 03-3368-0888

中野新橋内科クリニック 東京都中野区弥生町2-20-18 03-6383-3201

東中野セント・アンジェラクリニック 東京都中野区東中野5-１７-10
華実園1階 03-6908-9698

新中野内科・外科中央クリニック 東京都中野区中央３－３１－１　ＦＬＡＴｏｎｅ　新中野１階 03-5340-7661

さいしょ糖尿病クリニック 東京都中野区中野５－６７－５　ＳＫＧＴ長谷部３階 03-5942-9393

荻窪病院 東京都杉並区今川3-1-24 03-3399-1101

浴風会病院 東京都杉並区高井戸西1-12-1 03-3332-6511

河北前田病院 東京都杉並区本天沼1-2-1 03-3330-0384

土持医院 東京都杉並区和田2-41-8 03-3381-1313

西荻窪診療所 東京都杉並区西荻南4-2-7 03-3333-5434

内科小児科山住医院 東京都杉並区阿佐谷南1-38-2 03-3314-2381

横田医院 東京都杉並区荻窪4-11-19 03-3398-3205

朋愛内科医院 東京都杉並区高井戸西1-17-32 03-3334-0782

やまざきクリニック 東京都杉並区善福寺2-24-18 03-3394-3375

木村医院 東京都杉並区阿佐谷北1-33-12 03-3338-7026

浜田山診療所 東京都杉並区浜田山2-14-5 03-3302-6601

桂医院 東京都杉並区和泉3-62-4 03-3328-4430

可児医院 東京都杉並区成田東4-23-2 03-3311-0306

山形内科消化器科 東京都杉並区荻窪5-19-15藤本ビル 03-3398-0160

藤多クリニック 東京都杉並区上荻1-9-1
ユアビルⅡ5階 03-3392-8811

せいきょう診療所 東京都杉並区松ノ木3-23-8 03-3313-7365

青木胃腸科クリニック 東京都杉並区高円寺南1-5-2 03-3316-2054

桜井クリニック 東京都杉並区本天沼3-12-25 03-3394-6436

詫摩整形外科 東京都杉並区久我山2-13-4 03-3334-5300

服部医院 東京都杉並区西荻北2-37-10 03-3390-0770

河西産婦人科皮膚科医院 東京都杉並区下高井戸5-4-21 03-3304-3508

小林医院 東京都杉並区今川1-17-15
エステート柿の木 03-3396-3775

都筑医院 東京都杉並区荻窪2-31-5 03-3391-5137

石田外科医院 東京都杉並区松庵1-7-18 03-3334-0762

富川医院 東京都杉並区下井草4-6-17 03-3399-4514

甲田医院 東京都杉並区西荻南3-16-1 03-3333-6444

岩﨑小児科医院 東京都杉並区和田3-49-7 03-5377-0015

善福寺クリニック 東京都杉並区善福寺3-24-3 03-3395-6808

中村外科小児科医院 東京都杉並区成田東4-9-15 03-3398-2216

家田医院 東京都杉並区阿佐谷南1-32-23 03-3311-1087

桃井診療所 東京都杉並区荻窪5-13-2 03-3398-0723

都筑外科形成外科医院 東京都杉並区荻窪2-31-5 03-3392-8352

あさがや南クリニック 東京都杉並区阿佐谷南2-14-19　阿佐谷ガーデン1F 03-3311-2222

阿佐谷クリニック 東京都杉並区阿佐谷北1-41-5 03-3338-5016

西荻司ビルクリニック 東京都杉並区西荻北3-12-10-2F 03-5382-2099

山形医院 東京都杉並区上高井戸1-5-3 03-3303-7058

谷本内科クリニック 東京都杉並区荻窪5-9-21
パークハイム荻窪南1階 03-3391-0071

小林クリニック 東京都杉並区上高井戸1-14-6-102 03-3329-8052

近藤クリニック 東京都杉並区西荻北4-5-20
エイトハイツ 03-3301-0109

松浦整形外科内科 東京都杉並区成田東４－１９－１８ 03-3317-1511

清見内科クリニック 東京都杉並区高円寺北2-22-5 03-3310-0220

奴田原医院 東京都杉並区桃井1-4-11 03-3397-2640

かなやファミリークリニック 東京都杉並区方南2-28-3 03-3317-0380

荻窪駅前クリニック 東京都杉並区荻窪5-27-8
FCビル4階 03-3220-9622

別府医院 東京都杉並区下井草1-4-3 03-3336-6921
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野崎クリニック 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-13
大同ビル301 03-3396-3222

林医院 東京都杉並区高円寺南2-21-1 03-3311-1856

松山医院 東京都杉並区荻窪5-26-3
ニューライフ荻窪201 03-3393-5578

つぐ内科 東京都杉並区阿佐谷南3-1-23-3F 03-3391-8234

継医院 東京都杉並区梅里2-4-8 03-3311-3067

たけうち内科 東京都杉並区成田東3-12-13 03-3313-8428

松浦クリニック 東京都杉並区梅里1-6-3
プラムコートワタナベ103 03-3318-6101

柳下クリニック 東京都杉並区久我山3-17-32 03-3331-2426

和田堀診療所 東京都杉並区和田2-42-5 03-3381-6840

阿佐谷循環器 東京都杉並区阿佐谷南1-6-3
山田ビル2Ｆ 03-3315-0367

柳澤医院 東京都杉並区永福3-55-10 03-3327-0157

みさき診療所 東京都杉並区松ﾉ木3-11-8 03-5306-1448

山口内科耳鼻咽喉科 東京都杉並区西荻北3-19-10 03-3301-8714

成宗診療所 東京都杉並区成田東4-13-6 03-3392-6967

おおくらクリニック 東京都杉並区永福4-1-4
永福ランドビル2F 03-5355-5801

丸尾医院 東京都杉並区井草4-6-2 03-3390-2370

久我山おおすぎ診療所 東京都杉並区久我山4-50-30 03-5336-6780

清水クリニック 東京都杉並区西荻北5-6-1 03-3397-7220

若草クリニック 東京都杉並区上井草2-19-4 03-3396-0308

内山肛門科胃腸科クリニック 東京都杉並区梅里1-5-15
1515ビル3F 03-5377-7355

河合内科クリニック 東京都杉並区上荻3-1-11 03-3399-8563

長沼内科 東京都杉並区成田東3-36-8 03-3311-1803

大村内科胃腸科クリニック 東京都杉並区荻窪5-25-12
パークハイム荻窪5-1F 03-5397-2345

新高円寺クリニック 東京都杉並区梅里1-7-17
K&Ⅱビル301 03-5377-5388

米村医院 東京都杉並区和田3-38-8 03-5378-8818

天沼診療所 東京都杉並区天沼3-27-7 03-3393-1866

西山内科クリニック 東京都杉並区和泉3-46-8
ファミーユ和泉1F 03-5355-7778

山田内科 東京都杉並区方南1-21-2 03-5301-3024

荻窪胃腸クリニック 東京都杉並区上荻1-16-6
第二丸三ビル3F 03-3391-1587

篠宮クリニック 東京都杉並区高円寺南2-45-17
コーヨービル1F 03-5307-3277

オザワ整形外科 東京都杉並区高井戸西1-27-21 03-3333-8558

今関医院 東京都杉並区成田東2-31-10 03-3311-2169

上井草診療所 東京都杉並区今川3-30-10 03-3395-2400

伊東医院 東京都杉並区井草1-19-27 03-3399-3848

ファミリークリニック高井戸 東京都杉並区高井戸東3-28-6 03-5346-7390

矢部クリニック 東京都杉並区西荻北3-25-21 03-3390-0731

いそのクリニック 東京都杉並区天沼3-30-4 03-5397-5500

吉田クリニック 東京都杉並区上荻1-18-12
春木家ビル2階 03-5347-7300

香取内科クリニック 東京都杉並区阿佐谷南3-34-10 03-5335-5717

にれの木クリニック 東京都杉並区天沼2-3-18カシタスデ荻窪 03-5335-5868

宮川整形外科内科 東京都杉並区下井草3-4-5 03-3399-0010

のはらクリニック 東京都杉並区久我山2-23-31 03-5336-6122

多賀レディースクリニック 東京都杉並区梅里2-29-3 03-5305-6687

高井戸東健診クリニック 東京都杉並区高井戸東2-3-14 03-3331-6823

近藤医院 東京都杉並区下井草2-36-24 03-3397-6868

森本クリニック 東京都杉並区和泉1-11-20
フラット四季102号室 03-5329-4800

柴田メディカルクリニック 東京都杉並区上荻3-29-9ブランシュ上荻 03-3395-7608

木村クリニック 東京都杉並区井草1-18-11 03-3397-7787

大沼田メディカルクリニック 東京都杉並区西荻北3-45-9 03-5310-7010

西公園前クリニック 東京都杉並区阿佐谷北2-33-11 03-3339-1772

よこいファミリークリニック 東京都杉並区上井草4-11-1 03-5303-8955
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長澤クリニック 東京都杉並区高井戸東2-13-8 03-5336-8202

西永福内科クリニック 東京都杉並区永福3-26-7 03-3325-3531

すずらんクリニック 東京都杉並区荻窪5-13-9
ロイヤルフラット井上1Ｆ 03-3392-3981

保元クリニック 東京都杉並区浜田山2-20-20 03-5357-3630

櫛引医院 東京都杉並区西荻南2-4-5 03-3333-3839

中川クリニック 東京都杉並区西荻南4-4-5 03-3335-2778

木暮クリニック 東京都杉並区下高井戸1-41-6
上北沢森ビル102 03-3329-3003

神馬クリニック 東京都杉並区下高井戸1-1-6 03-5355-1500

成瀬医院 東京都杉並区清水2-22-22 03-5311-5133

杉並堀ノ内クリニック 東京都杉並区堀ﾉ内2-29-14
ライオンズマンション新高円寺1F 03-5929-1611

けやき内科クリニック 東京都杉並区阿佐谷南1-33-16 03-3311-0437

石沢クリニック 東京都杉並区梅里2-1-15
新高円寺三和ビル3階 03-5929-1922

井の頭通りこう門科胃腸科 東京都杉並区宮前4-26-6 03-5336-8550

諸岡クリニック 東京都杉並区今川1-1-4 03-3396-1520

ふじさきクリニック 東京都杉並区高円寺南1-6-19 03-6912-9581

高円寺同愛診療所 東京都杉並区高円寺北4-16-11 03-5327-5450

石井こども・内科循環器科クリニック 東京都杉並区松ﾉ木1-6-21 03-3314-5677

山本クリニック 東京都杉並区井草1-8-9
アセッツ下井草100号室 03-3301-7856

石川小児科医院 東京都杉並区下井草2-10-7 03-3390-3671

松庵内科クリニック 東京都杉並区松庵2-7-11 03-5370-2006

おぎくぼ痛みのクリニック 東京都杉並区荻窪1-34-8
メゾンホワイト1F 03-3393-1371

ちぎら医院 東京都杉並区西荻北3-4-4 03-3390-1238

えいふく内科クリニック 東京都杉並区和泉3-33-21 03-3324-8333

佐藤内科クリニック 東京都杉並区阿佐谷北2-13-2 03-5327-5885

あべ内科消化器科クリニック 東京都杉並区上高井戸1-8-4
TOYAビル3階 03-6426-0205

おおすが内科 東京都杉並区久我山5-5-17-101
エヌ・エム久我山 03-6425-8535

ひろ永福クリニック 東京都杉並区下高井戸3-23-8 03-3303-1231

慶優クリニック 東京都杉並区西荻北4-33-16 03-5303-1188

武正内科 東京都杉並区和田3-47-14 03-3311-3737

井上医院 東京都杉並区阿佐谷北5-47-17 03-3339-1132

柿田医院 東京都杉並区下井草2-23-5 03-3395-3602

よしだ内科 東京都杉並区高円寺南4-19-1
山長ビル1F 03-3311-3293

海老沢医院 東京都杉並区井草3-24-8 03-3390-1289

こじま内科 東京都杉並区高円寺南5-40-17 03-3316-3987

滝澤医院 東京都杉並区永福2-12-10 03-3328-5316

こわぐち内科クリニック 東京都杉並区浜田山4-16-4-121浜田山セントマークス 03-5929-1857

中谷循環器内科クリニック 東京都杉並区西荻北3-32-12
ルミノール西荻窪2F 03-6802-7914

永福おおつかクリニック 東京都杉並区永福4-18-4 03-3322-5311

高円寺整形外科 東京都杉並区高円寺北2-17-5
インフィニティービル 03-5356-9240

わたなべ内科皮膚科クリニック 東京都杉並区浜田山4-14-7 03-3318-8048

井荻クリニック 東京都杉並区下井草5-18-7 03-6915-0251

シャレール荻窪前やすだクリニック 東京都杉並区荻窪1-58-10 03-6383-5111

井の頭通りクリニック 東京都杉並区宮前4-27-7-101 03-5346-7077

和泉胃腸内科 東京都杉並区和泉3-5-11 03-3321-6355

荻窪ふしみクリニック 東京都杉並区天沼2-5-3 03-3220-2439

屠内科クリニック 東京都杉並区高井戸西2-9-7 03-6662-6614

矢部医院 東京都杉並区阿佐谷北6-31-6 03-3338-6449

佐々木内科・循環器内科クリニック 東京都杉並区成田西2-11-6 03-5335-7121

篠原内科医院 東京都杉並区久我山4-1-5
田中ビル202 03-5336-6636

駅前つのだクリニック 東京都杉並区阿佐谷南3-37-1
ＰＬＡＮＯ5階 03-5335-7480

荻窪かえでクリニック 東京都杉並区荻窪5-27-5
中島第二ビル３階　301号室 03-6279-9894
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安田医院 東京都杉並区荻窪5-11-19 03-3391-5871

ふるはた医院 東京都杉並区下井草4-16-2 03-5930-9119

西荻クリニック 東京都杉並区西荻北2-5-13 03-3399-0434

飯高医院 東京都杉並区下井草3-38-10 03-3390-2656

内山クリニック 東京都杉並区和泉3-6-2
プラムビル1階 03-5355-3535

林脳神経外科メディカルクリニック 東京都杉並区阿佐谷南1-9-2
ｇooｄビル 03-5305-8831

よしひさ内科クリニック 東京都杉並区高円寺北3-35-26
Ｔ’s garden高円寺1F 03-5327-5577

渕之上クリニック　 東京都杉並区清水1-15-12
ローカス四面道1階 03-5382-0876

なかがわ内科クリニック 東京都杉並区井草1-2-5
ワイズスクエア101 03-5311-5577

後藤医院 東京都杉並区和泉1-13-2 03-3321-4660

医療法人社団森谷医院 東京都杉並区松庵1-8-6 03-3334-7285

あんずクリニック 東京都杉並区梅里1-7-15-3F 03-5305-3358

窪田クリニック 東京都杉並区高円寺北3-25-20
S・Kビル1F 03-6265-5791

はぶ小児科・内科 東京都杉並区下井草3-38-17
VIEWカワシマ 03-6913-7380

井草内科クリニック 東京都杉並区井草3-17-14 03-5311-7077

柁原医院 東京都杉並区上井草1-25-18 03-3399-8861

はやま消化器内科クリニック 東京都杉並区阿佐谷南1-17-17
朝倉ビル1F 03-3313-6600

いりたに内科クリニック 東京都杉並区和泉4-51-6
フォンティ－ヌ杉並1Ｆ 03-5305-5788

清水内科クリニック 東京都杉並区高円寺南1-7-4
杉木ビル403 03-3318-2431

杉並すだクリニック 東京都杉並区井草1-16-4 03-3395-1192

根岸医院 東京都杉並区天沼3-36-17 03-3391-3938

方南通り脳神経外科クリニック 東京都杉並区大宮1-3-12
ギャレリア杉並1F 03-6379-5755

佐口脳神経外科・内科クリニック 東京都杉並区高円寺北3-42-12
一真舎1階 03-5356-6234

あおき内科クリニック 東京都杉並区高井戸東3-26-12-2F 03-3332-2525

たむらクリニック 東京都杉並区上井草3-31-15 03-5303-5701

駒﨑医院 東京都杉並区上荻4-30-12
ロイヤルプレイス西荻窪1・2階 03-3395-5513

富士見クリニック 東京都杉並区和田1-1-12
富士見町ペガスビル３階 03-3382-2200

永福町駅前みんなのクリニック 東京都杉並区和泉３－４－７－１０２ 03-3324-1000

浜田山ファミリークリニック 東京都杉並区浜田山3-35-13 03-5929-9151

中島医院 東京都杉並区宮前2-23-11 03-5941-5155

百瀬医院 東京都杉並区清水2-5-5 03-5311-3456

和田クリニック 東京都杉並区和田3-15-15 03-3381-5411

久我山クリニック 東京都杉並区久我山3-27-5 03-5336-7078

つかだクリニック 東京都杉並区宮前5-15-21-201
久我山クリニックモール内 03-5336-6626

方南町さくらクリニック 東京都杉並区方南2-20-5
鈴カ第2ビル１F 03-3315-1315

渡辺医院 東京都杉並区堀ﾉ内3-10-16 03-3311-7893

人見クリニック 東京都杉並区高井戸東3-16-25 03-5370-2166

医療法人社団明日会おぎくぼ内科クリニック 東京都杉並区荻窪5-26-7
いずみビル2階 03-5347-2800

上井草内科・循環器クリニック 東京都杉並区上井草3-31-23 03-5303-6722

あきやま内科クリニック 東京都杉並区久我山3－20－15　　　　　A＆T　HOF　1F 03-5336-3301

医療法人社団山斗会山中整形外科内科クリニック 東京都杉並区西荻南2-25-17 03-3335-5800

浜田山常山医院 東京都杉並区浜田山3－3－9 03-5317-1176

天沼きたがわ内科 東京都杉並区下井草1-32-5　北誠ビル1F 03-3394-1401

松の木３丁目クリニック 東京都杉並区松ノ木3-26-3 03-5929-7385

中里医院 東京都杉並区上荻4-2-3 03-3390-5258

西荻きむらクリニック 東京都杉並区松庵３－２０－１０　マストライフ西荻窪ANNEX１F 03-3247-2525

すぎなみ内視鏡　内科クリニック 東京都杉並区上荻1－5－1荻窪ステーションサイドビル2F 03-6915-1416

清川病院 東京都杉並区阿佐谷南2-31-12 03-3312-0151

救世軍ブース記念病院 東京都杉並区和田1-40-5 03-3381-7236

城西病院 東京都杉並区上荻2-42-11 03-3390-4166

医療法人財団アドベンチスト会東京衛生アドベンチスト病院 東京都杉並区天沼3-17-3 03-3392-6189
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立正佼成会附属佼成病院健康管理室 東京都杉並区和田2-25-1 03-6282-4464

浜田山病院 東京都杉並区浜田山4-1-8 03-3311-1195

越川病院 東京都杉並区上井草4-4-5 03-3394-1010

藤村病院 東京都杉並区阿佐谷北4-21-20 03-3337-3934

寺田病院 東京都杉並区宮前5-18-16 03-3332-1166

杉並リハビリテーション病院 東京都杉並区西荻北2-5-5 03-3396-3181

山中病院 東京都杉並区南荻窪1-5-15 03-3335-5611

医療法人社団山雅会山川クリニック 東京都杉並区和泉4-1-22
パークホームズ杉並和泉ザレジデンス 03-6304-7728

医療法人社団慧医会井荻内科医院 東京都杉並区下井草5-23-2大澤ビルヂング1・2階 03-3397-0255

久我山駅前メディカルクリニック 東京都杉並区久我山2-28-4久我山MCビル2階・3階 03-5344-9192

上井草在宅支援診療所 東京都杉並区上井草3-33-11 03-6915-0303

医療法人社団ルークズスマイル　山中医院 東京都杉並区浜田山3-33-10セントルークス浜田山 03-5942-1425

中村医院 東京都杉並区高円寺北2-2-8-3F 03-3338-6500

杉並PARK在宅クリニック 東京都杉並区西荻北4-10-6 03-5303-9636

駒一クリニック 東京都豊島区駒込1-4-1 03-5977-8701

駒込あおば内科 東京都豊島区駒込1-38-2　駒込TRﾋﾞﾙ2Ｆ 03-5981-6888

安井医院 東京都豊島区駒込1-44-1 03-3941-5677

高橋クリニック 東京都豊島区駒込2-12-11　古川ﾋﾞﾙ2F 03-5907-7311

金澤医院 東京都豊島区駒込3-5-7 03-3910-4952

みやけ医院 東京都豊島区駒込4-2-17 03-6903-7211

野田さくらハートクリニック 東京都豊島区駒込4-15-19 03-3915-5500

こまごめ整形外科内科 東京都豊島区駒込6-27-10　ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ清１Ｆ 03-5907-5700

幸和クリニック 東京都豊島区駒込6-33-17 03-3917-8105

小林内科クリニック 東京都豊島区巣鴨1-4-1 03-5977-8070

すがも腎クリニック 東京都豊島区巣鴨1-18-8　巣鴨東宝ビル 03-6902-3880

櫻和メンタルクリニック 東京都豊島区巣鴨1-19-12　八木下ﾋﾞﾙ2F・3Ｆ 03-5319-1908

巣鴨山口内科・糖尿病内科クリニック 東京都豊島区巣鴨1-20-10　宝生第一ﾋﾞﾙ３F A室 03-5395-5700

松丸胃腸科外科 東京都豊島区巣鴨1-24-8-1F 03-3944-4462

巣鴨泌尿器科内科クリニック 東京都豊島区巣鴨1-30-2　ﾊｲﾂｻﾝｱﾍﾞﾆｭｰ2Ｆ 03-6912-0767

及川醫院 東京都豊島区巣鴨1-40-5　SHIROビルヂング2F 03-3945-9270

すがも北口内科クリニック 東京都豊島区巣鴨2-3-10　森川第一ﾋﾞﾙ5Ｆ 03-5980-9225

巣鴨クリニック 東京都豊島区巣鴨2-4-2　岡田ﾋﾞﾙ301 03-3918-1666

巣鴨こし石クリニック 東京都豊島区巣鴨3-30-3 03-3918-6566

司生堂クリニック 東京都豊島区巣鴨3-33-3　司生堂ビル2F 03-3910-8181

とよかま内科 東京都豊島区巣鴨3-34-10　ｲｰｸﾞﾙ巣鴨101号室 03-5961-5152

江戸橋診療所 東京都豊島区巣鴨4-4-8 03-3918-1768

巣鴨医院 東京都豊島区巣鴨4-22-4 03-5567-1955

吉田クリニック 東京都豊島区巣鴨4-30-12 03-5907-3553

藤本医院 東京都豊島区西巣鴨1-9-1 03-5974-1577

仙石クリニック 東京都豊島区西巣鴨1-21-4 03-3576-5858

月本診療所 東京都豊島区西巣鴨2-1-16 03-3918-6272

久保田クリニック 東京都豊島区西巣鴨3-19-3 03-3917-0062

高田クリニック 東京都豊島区西巣鴨3-25-11-207 03-3576-7275

一心病院 東京都豊島区北大塚1-18-7 03-3918-1215

晴和ハートクリニック 東京都豊島区北大塚2-2-5　晴和ﾋﾞﾙ3階 03-3917-3503

大塚北口診療所 東京都豊島区北大塚2-6-12　青木ﾋﾞﾙ 03-3949-1141

大塚山田脳神経外科クリニック 東京都豊島区北大塚2-10-5　北大塚BMAﾋﾞﾙ3Ｆ 03-5961-0533

山下診療所大塚 東京都豊島区北大塚2-13-1　ba07 5F 03-3910-6711

伊藤内科小児科医院 東京都豊島区北大塚2-17-12 03-3918-4074

大塚メディカルクリニック 東京都豊島区北大塚2-27-3 03-5961-5850

モモ・メディカル・クリニック 東京都豊島区南大塚1-51-1 03-3945-3344
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渡辺胃腸科医院 東京都豊島区南大塚1-53-1 03-3943-6371

はせがわ内科クリニック 東京都豊島区南大塚2-13-12　ﾗ・ｺﾘ-ﾅ南大塚101 03-6902-2602

まの産婦人科 東京都豊島区南大塚2-25-9　田口ﾋﾞﾙ1階 03-5940-0303

大塚第一診療所 東京都豊島区南大塚2-25-20 03-3941-0888

くにやクリニック 東京都豊島区南大塚2-37-11-101 03-5319-0873

南大塚クリニック 東京都豊島区南大塚2-41-9　坂本ﾋﾞﾙ1F 03-3943-7277

クリニック西川 東京都豊島区南大塚2-45-9　ﾔﾏﾅｶﾔﾋﾞﾙ1F 03-5395-0721

大塚・栄一クリニック 東京都豊島区南大塚3-45-5　ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ１階 03-3987-8110

関内科小児科 東京都豊島区上池袋1-10-5 03-3916-5200

豊島中央病院 東京都豊島区上池袋2-42-21 03-3916-7211

なかやクリニック 東京都豊島区上池袋2-44-7 03-3917-1888

江夏医院 東京都豊島区上池袋4-2-3-1F 03-3915-6824

北池袋よしだ内科クリニック 東京都豊島区上池袋4-29-9　北池ﾃﾗｽ４F 03-3916-8010

岡本病院 東京都豊島区東池袋2-5-5 03-3987-6580

山下医院 東京都豊島区東池袋2-11-8-1階 03-3971-4994

藤山医院 東京都豊島区東池袋2-18-6 03-3981-8439

おおこし医院 東京都豊島区東池袋2-26-4 03-3971-3012

後藤クリニック 東京都豊島区東池袋2-45-4　ﾒﾛｽ学園ﾋﾞﾙ1F 03-5928-0510

水庭クリニック 東京都豊島区東池袋2-55-4 03-3971-7057

さとう消化器内科クリニック 東京都豊島区東池袋2-60-3　ｸﾞﾚｲｽﾛｰﾀﾘｰﾋﾞﾙ2Ｆ 03-3590-8111

林胃腸科・外科クリニック 東京都豊島区東池袋3-1-1　ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F 03-3988-5700

髙橋内科医院 東京都豊島区東池袋3-13-13 03-3971-4581

ライズシティクリニック 東京都豊島区東池袋4-5-1　ｴｱﾗｲｽﾞﾀﾜｰ108 03-5944-9292

西沢クリニック 東京都豊島区東池袋5-49-6　白峰社ﾋﾞﾙ6F 03-5958-7738

恵クリニック 東京都豊島区南池袋1-7-20　大同ビル2F 03-3980-0378

大木医院 東京都豊島区南池袋2-19-4 03-5391-7886

木村整形外科 東京都豊島区南池袋2-29-4 03-3984-3306

東池袋きむら内科クリニック 東京都豊島区南池袋2-45-3　としまｴｺﾐｭｰｾﾞﾀｳﾝ2F 03-5904-8177

あずま通りクリニック 東京都豊島区南池袋3-18-34-101 03-3982-7203

藤田クリニック 東京都豊島区西池袋1-2-2　ｳｴｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ3F 03-3981-7728

池袋大谷クリニック 東京都豊島区西池袋1-39-4　第1大谷ﾋﾞﾙ1階 03-3986-0337

池袋大久保医院 東京都豊島区西池袋1-43-5 03-3987-3785

ノガキクリニック 東京都豊島区西池袋3-22-13　丸栄ﾋﾞﾙ2F 03-3980-6150

西池袋醫院 東京都豊島区西池袋4-32-8 03-6909-3303

タワーグランディア内科クリニック 東京都豊島区西池袋5-5-21 03-5911-7591

矢部クリニック 東京都豊島区池袋2-24-2 03-3982-3191

たじま医院 東京都豊島区池袋2-61-5 03-3971-0388

渡辺医院 東京都豊島区池袋3-5-24 03-3988-1861

関野病院 東京都豊島区池袋3-28-3 03-3986-5501

阿部医院 東京都豊島区池袋3-70-1 03-3971-5570

富士クリニック 東京都豊島区池袋4-1-9　東光ﾊイツ1F 03-3985-7341

土屋医院 東京都豊島区池袋4-17-10 03-3971-1848

田村医院 東京都豊島区池袋本町1-45-16 03-3971-4922

岡田医院 東京都豊島区池袋本町2-32-8 03-3982-6051

松浦クリニック 東京都豊島区池袋本町3-22-23 03-5952-7166

川口クリニック 東京都豊島区雑司が谷1-9-7 03-5396-8036

平井医院 東京都豊島区雑司が谷1-26-10 03-3971-8064

鬼子母神診療所 東京都豊島区雑司が谷3-3-17 03-3984-6821

清水クリニック 東京都豊島区雑司が谷3-7-3 03-3980-8182

鶉山医院 東京都豊島区雑司が谷3-8-10　ｾﾚﾅ目白雑司が谷101 03-3982-1331

町のクリニック目白 東京都豊島区高田1-19-21　ﾒｿﾞﾝｿﾚｲﾕ1F 03-3971-5500
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高田馬場病院 東京都豊島区高田3-8-9 03-3971-5114

クリニック安田 東京都豊島区目白2-5-27　目白邸苑ビル2F 03-3986-4466

目白整形外科内科 東京都豊島区目白2-38-2 03-5960-7800

目白ＭＭクリニック 東京都豊島区目白3-4-12　Ｅ＆Kﾋﾞﾙ5Ｆ 03-6915-3250

めじろ内科クリニック 東京都豊島区目白3-5-11　ＮＯＢﾋﾞﾙ3F 03-3953-5831

目白医院 東京都豊島区目白3-5-13　ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙ7階 03-3954-0062

荒木医院 東京都豊島区目白3-6-4 03-3953-4006

東京目白クリニック 東京都豊島区目白3-14-3　目白寛永堂ﾋﾞﾙ8F 03-6908-2775

聖マリアビルクリニック 東京都豊島区目白3-15-3　聖ﾏﾘｱﾋﾞﾙ1Ｆ 03-3953-2455

目白おかの内科 東京都豊島区目白3-16-15　茜ﾋﾞﾙ1F 03-5988-3363

西條医院 東京都豊島区目白5-2-10 03-3951-5145

河住内科循環器科 東京都豊島区南長崎1-5-18 03-3951-0410

古明地医院 東京都豊島区南長崎1-16-17 03-3951-6808

椎名町クリニック 東京都豊島区南長崎1-25-6　ｸﾞﾘﾝｽﾃｨ1Ｆ 03-5988-0131

ファミリークリニックしいなまち 東京都豊島区南長崎1-25-26　ﾌｧｰﾏｼﾃｨⅡ2A 03-6908-2234

井口クリニック 東京都豊島区南長崎2-5-12 03-5988-7595

南長崎こみ山医院 東京都豊島区南長崎3-14-17-1F 03-3953-0086

平間医院 東京都豊島区南長崎3-39-13 03-3951-3361

きたほり内科クリニック 東京都豊島区南長崎4-5-20　ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3Ｆ 03-3565-7710

本阿弥医院 東京都豊島区南長崎4-24-12 03-3953-1411

城田医院 東京都豊島区南長崎5-5-2 03-3950-0776

としま昭和病院 東京都豊島区南長崎5-17-9 03-3953-5555

柳沢医院 東京都豊島区南長崎6-21-21 03-3951-5107

たかしま内科クリニック 東京都豊島区長崎1-2-8　KABURAGIﾋﾞﾙ1F 03-3530-2323

武藤クリニック 東京都豊島区長崎1-22-11 03-3957-7065

衞藤医院 東京都豊島区長崎2-3-19 03-3957-2284

寺田クリニック 東京都豊島区長崎2-27-19 03-3957-4567

ながしま脳外科・内科クリニック 東京都豊島区長崎3-19-14　ﾐｻﾞｰﾙﾋﾞﾙ1F 03-5917-6850

そわクリニック東長崎 東京都豊島区長崎4-7-8　第3大同ﾋﾞﾙ3Ｆ 03-5926-3171

東長崎駅前内科クリニック 東京都豊島区長崎4-7-11 ﾏｽﾀーｽﾞ東長崎1Ｆ 03-5926-9664

しゅっとう医院 東京都豊島区長崎4-7-12　相澤ﾋﾞﾙ1階 03-3958-7200

進士医院 東京都豊島区長崎4-14-14 03-3959-0525

豊島長崎クリニック 東京都豊島区長崎4-25-15 03-6905-8682

しのざきクリニック 東京都豊島区長崎5-1-31-201 03-5966-2249

吾妻医院 東京都豊島区長崎6-2-12 03-3957-5502

手塚クリニック 東京都豊島区要町1-11-1 03-3957-3456

要町ホームケアクリニック 東京都豊島区要町1-11-10　ｾﾋﾟｱﾈｸｽﾄ1階 03-3957-7501

要町病院 東京都豊島区要町1-11-13 03-3957-3181

副都心病院 東京都豊島区要町1-18-5 03-3957-2928

もみの木クリニック 東京都豊島区要町2-4-8　大恵ﾋﾞﾙ2階 03-5966-5577

守矢クリニック 東京都豊島区要町2-7-14 03-5995-5551

千川産婦人科医院 東京都豊島区要町3-10-1 03-3957-1332

千川篠田整形外科 東京都豊島区要町3-13-8 03-3959-4114

もりかわ医院 東京都豊島区要町3-21-11-3F 03-5966-1316

としま肩ひざ腰クリニック 東京都豊島区要町3-23-4 03-6909-3347

千川胃腸内科外科クリニック 東京都豊島区要町3-39-5　ｱｼﾞﾘｱ千川駅前201 03-5986-1020

清水医院 東京都豊島区高松2-56-7 03-3955-5308

医療法人社団かおる会青木内科クリニック 東京都北区西ヶ原１-４６-１７ 03-5961-1855

あおぞらクリニック 東京都北区西ケ原４－２－１９－１０１ 03-5907-3781

医療法人社団幸生会青柳診療所 東京都北区上十条１－９－２５ 03-3907-0360

赤羽医院 東京都北区赤羽１－２７－５ 03-3901-1879
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医療法人社団福寿会赤羽岩渕病院 東京都北区赤羽２－６４－１３ 03-3901-2221

医療法人社団はなぶさ赤羽整形リウマチクリニック 東京都北区赤羽西１－１７－８ 03-3900-0131

医療法人社団生栄会赤羽台診療所 東京都北区赤羽台１－５－２２ 03-3900-3741

医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院 東京都北区赤羽南２－５－１２ 03-3902-0348

赤羽内科クリニック 東京都北区赤羽西1-１５-１４ｴﾙ・ﾙｰｼﾞｭ赤羽西２階 03-5948-5945

医療法人社団赤羽西口サンクリニック 東京都北区赤羽西1-37-2ｼﾞｪﾗｰﾙ赤羽西口ﾋﾞﾙ2F 03-3907-3929

医療法人社団景星会赤羽東口病院 東京都北区赤羽１－３８－５ 03-3902-2131

赤羽岩淵診療所 東京都北区赤羽１－５８－２ﾆｭｰ大谷ﾋﾞﾙ1F 03-6903-8190

医療法人社団埴原会赤羽病院 東京都北区赤羽２－２－１ 03-3902-3261

赤羽牧洋記念クリニック 東京都北区赤羽１－１１－２ 03-3598-6697

医療法人社団奉仁会赤羽南クリニック 東京都北区赤羽南１－９－１１－２０２ 03-5249-5632

赤羽もり内科・腎臓内科 東京都北区赤羽２－４－５ 03-5249-3210

アスカクリニック 東京都北区滝野川１－７７－２ 03-5907-3655

いけだクリニック 東京都北区浮間３－１－５２ 河野メディカルビル１Ｆ 03-5914-1060

いさ内科クリニック 東京都北区王子１－２５－１０ 03-3927-1105

石垣医院 東京都北区十条仲原３－２１－７ 03-3900-8633

石川内科医院 東京都北区東十条３－１０－１５ 03-3914-6007

医療法人隆和会いずみ整形外科クリニック 東京都北区赤羽西１－４－１５ｸﾞﾗﾝﾃｰｼﾞ赤羽１階 03-5948-2911

医療法人社団恵心会磯部医院 東京都北区浮間３－３０－２ 03-3966-0627

医療法人社団亮敬会板垣医院 東京都北区十条仲原１－４－１４ 03-3907-1450

板橋医院 東京都北区滝野川７－８－１２ 03-3916-5670

一里塚クリニック 東京都北区西ヶ原２－１３－１１ 03-5394-3366

いとう王子神谷内科外科クリニック 東京都北区王子５－５－３ｼｰﾒｿﾞﾝ王子神谷3F 03-5959-7705

医療法人社団博栄会浮間中央病院 東京都北区赤羽北２－２１－１９ 03-3907-8711

碓井医院 東京都北区志茂２－６４－７ 03-3902-6201

宇田川整形外科内科 東京都北区岸町２－８－１０ 03-3908-2131

医療法人社団雄昌会うちこし整形外科内科 東京都北区赤羽２－１３－１花川ビル１０１ 03-3903-7887

医療法人社団慈広会王子神谷齋藤クリニック 東京都北区豊島８－２4－4 03-3911-5433

王子北口内科クリニック 東京都北区王子本町１－２４－８ 03-5948-1717

王子三丁目クリニック 東京都北区王子３－１４－３アロービル１Ｆ 03-5390-3422

王子生協病院 東京都北区豊島３－４－１５ 03-3912-5181

おおたけ整形外科・内科 東京都北区王子1-8-1　王子パークビル6F 03-3914-1177

医療法人財団逸生会大橋病院 東京都北区桐ヶ丘１－２２－１ 03-3907-1222

医療法人社団おぎはら会おぎはら内科クリニック 東京都北区西ヶ原１－５０－１　２Ｆ 03-5961-6200

医療法人社団健風会奥田クリニック 東京都北区滝野川７－８－１ 03-5907-3030

おりはた乳腺胃腸パラスクリニック 東京都北区赤羽２-１３-３サトウビル３Ｆ 03-3902-3123

加治クリニック 東京都北区滝野川７－２－７ 03-5394-1925

東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所 東京都北区堀船３-２９-９ 03-3911-5171

医療法人社団かとうクリニック 東京都北区神谷１－１２－９ 03-3913-1103

医療法人社団光風会上中里醫院 東京都北区上中里２－３２－１２ 03-3911-3740

医療法人社団田島厚生会神谷病院 東京都北区神谷１－２７－１４ 03-3914-5535

医療法人社団寿廣記念会岸メディカルクリニック 東京都北区上十条２－２１－１ 03-3908-2103

北赤羽内科医院 東京都北区赤羽北２－３１－１６－１１１ 03-3907-6877

北区王子クリニック 東京都北区王子2-17-5　ｳｪﾙ･ｳｪﾙ2階 03-3913-8725

医療法人社団隆樹会木村クリニック 東京都北区神谷１－１５－９ 03-3911-1220

木村外科内科 東京都北区滝野川７－３３－５ 03-3916-1611

恭愛クリニック 東京都北区赤羽西２-１９-２５ 03-5963-4811

医療法人社団共和堂医院 東京都北区東十条２－５－１ 03-3911-0665

桐ヶ丘医院 東京都北区赤羽北３－２１－２１ 03-3907-0737

医療法人財団健康文化会桐ヶ丘団地診療所 東京都北区赤羽台３－１７ 03-3907-2029

医療法人社団紀成会草間クリニック 東京都北区滝野川７－２－１－２０１ 03-3576-6108
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医療法人社団志誠会京北診療所 東京都北区志茂２－１６－１４ 03-3903-0118

小出医院 東京都北区田端３－４－７ 03-3821-1668

木暮医院 東京都北区田端３－２２－８ 03-3824-1005

河野診療所 東京都北区赤羽西１－１－４ 03-3900-4385

ごとう内科 東京都北区王子５－１－４０ｻﾐｯﾄｽﾄｱ王子桜田通り店2階 03-3914-2510

医療法人社団こやの整形外科内科 東京都北区王子４－２２－１２－１０１ 03-5959-5831

こまごめ内科・循環器内科クリニック 東京都北区田端４－３－２　山積ビル１階 03-5382-9600

医療法人社団ＳＫ会蔡駒込医院 東京都北区田端３－５－１ 03-5834-8035

さくらクリニック 東京都北区岸町１－３－１　伯清王子ビル３階 03-3908-0001

佐久間医院 東京都北区王子本町１－２７－４ 03-3900-2447

医療法人社団育誠会塩谷医院 東京都北区西が丘１－１４－５ 03-3900-2561

医療法人社団富士一会至誠堂医院 東京都北区西ヶ原３－５０－６ 03-3910-0111

渋谷医院 東京都北区東十条３－１５－１５ 03-3919-3356

医療法人社団桜の園十条クリニック 東京都北区中十条2-12-2写光ﾊｲﾑ東十条1Ｆ 03-3908-1252

十条堀江クリニック 東京都北区十条仲原２－１０－２０ 03-3905-1862

城北診療所 東京都北区赤羽北２－１９－１ 03-3907-1523

代田クリニック 東京都北区豊島８－８－１３ 03-3911-7885

鈴木医院 東京都北区田端１－１０－５ 03-3821-0765

医療法人社団健敏会すずきクリニック 東京都北区赤羽２－６９－４ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ２１　１階 03-3598-3310

生協浮間診療所 東京都北区浮間３－２２－１ 03-3558-8361

生協北診療所 東京都北区東十条２－８－５ 03-3913-5271

医療法人社団清野内科医院 東京都北区上十条１－９－１０ 03-3908-1350

医療法人社団明高会高杉医院 東京都北区田端新町１－２１－７ 03-3800-7000

たかねクリニック 東京都北区中里３－１７－１ 03-3949-0442

高橋医院 東京都北区王子５－１９－１５ 03-3911-3666

高橋クリニック 東京都北区滝野川７－２２－６ 03-3576-2041

滝沢医院 東京都北区昭和町２－６－６ 03-3800-8715

たきのがわ泌尿器科内科 東京都北区滝野川７－３０－１２ 03-3916-0087

社会福祉法人新栄会滝野川病院 東京都北区滝野川２－３２－１２ 03-3910-6336

医療法人社団健診会滝野川メディカルクリニック 東京都北区滝野川３－３９－７ 03-3910-3441

医療法人社団昌広会武石医院 東京都北区滝野川５－３８－１－１０１ 03-3940-5533

竹内医院 東京都北区豊島３－６－１ 03-3911-6167

医療法人社団甲人会竹内医院 東京都北区赤羽北３－４－６ 03-3907-1909

竹内クリニック 東京都北区昭和町１－９－１０ 03-3894-4496

武田医院 東京都北区上中里３－９－１６ 03-3911-5655

医療法人社団大富会田中医院 東京都北区上中里３－６－１６ 03-3913-6627

田端仁生クリニック 東京都北区田端１－２０－３１ 03-3823-5528

田端中央診療所 東京都北区田端新町２－２３－３ 03-3893-6981

医療法人社団田端放射線科クリニック 東京都北区東田端２－１０－４ 03-3893-8787

医療法人社団ＡＴたむら内科クリニック 東京都北区神谷２-２５-４ 03-3598-0888

つかさ内科 東京都北区西が丘3-17-10 03-5948-8970

医療法人社団松久会対馬内科医院 東京都北区浮間２－２１－２ 03-3969-3511

鶴井内科 東京都北区田端４－６－３ 03-3821-2726

医療法人社団敬天会鶴田板橋クリニック 東京都北区滝野川７－５－７ｱｰﾊﾞﾝﾌﾚｯｸｽSG４階・５階 03-3916-6511

東京北医療センター 東京都北区赤羽台４－１７－５６ 03-5963-3315

医療法人社団健診会東京メディカルクリニック 東京都北区滝野川６－１４－９ 03-3910-3438

としま町クリニック 東京都北区豊島５－５－５－１０７ 03-3927-3778

長岡クリニック 東京都北区王子１－１0－１３旺栄ビル４F 03-5902-3833

中島クリニック 東京都北区東十条３－１－１４ 03-6915-4700

医療法人社団爽健会中田医院 東京都北区中里２－２０－１５－２０２ 03-3940-0504

中山医院 東京都北区上中里１－１７－８ 03-3910-6805
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医療法人社団三恵会西ヶ原病院 東京都北区西ヶ原２－４６－９ 03-3917-6561

西すがも佐藤越内科クリニック 東京都北区滝野川６－８－１ラメゾン西巣鴨２階 03-5980-0366

沼尾クリニック 東京都北区滝野川７－４０－７ 03-3915-6677

社会医療法人正志会 花と森の東京病院 東京都北区西ヶ原２-３-６ 03-5567-1332

医療法人社団清緑会馬場内科クリニック 東京都北区東十条３－２－１１ 03-5902-3707

医療法人社団依仁会原クリニック 東京都北区上十条５－９－３ 03-3908-6277

医療法人社団永和会東十条さかい糖尿病・内科クリニック 東京都北区東十条４－５－１６HJﾌﾚｰﾙ1階 03-3914-2000

医療法人社団啓仁会平川胃腸クリニック 東京都北区赤羽西１－６－１ﾊﾟﾙﾛｰﾄﾞⅡ-３０３ 03-3900-2232

医療法人社団藤崎医院 東京都北区上十条３－１３－１２ 03-3908-6330

医療法人社団泉壽会富士見診療所 東京都北区十条仲原３－１－５ 03-3900-5354

医療法人社団ほくとクリニック 東京都北区赤羽２-９-６-１０１ 03-3901-4926

まえのホームケアクリニック 東京都北区赤羽西１－２－１２ 03-3900-6532

松田医院 東京都北区王子本町１-２０-１０ 03-3908-3315

水野医院 東京都北区田端６－３－２０ 03-3821-3305

医療法人社団南原内科クリニック 東京都北区赤羽北２－２６－１１ 03-5993-8803

医療法人社団葉月会みやけクリニック 東京都北区滝野川４－１６－２ 03-3906-5561

医療法人財団明理会明理会中央総合病院 東京都北区東十条３－２－１１ 03-5902-1199

医療法人社団慈光会八木病院 東京都北区東十条４－１４－８ 03-5902-5400

やぎゅう医院 東京都北区堀船３－１８－３ 03-3911-2373

山里寄川医院寄川整形外科 東京都北区滝野川６－４８－１ 03-3940-8870

医療法人社団健樹会横山医院 東京都北区中十条２－２２－１６ 03-3908-3452

吉田医院 東京都北区豊島１－３５－１１ 03-3911-5302

吉利医院 東京都北区中十条３－１２－８・１Ｆ 03-3908-5505

吉本医院 東京都北区王子本町１－１１－３ 03-5924-1735

渡辺医院 東京都北区西ヶ原４－４８－４ 03-3910-0380

渡辺医院 東京都北区豊島２－１２－１６ 03-3914-2244

王子小泉医院 東京都北区王子１-１４-３ 03-3911-0128

岩渕診療所 東京都板橋区本町17-1 03-3961-2413

城西クリニック 東京都板橋区本町25-10ﾌｧﾝﾋﾞﾙ4F 03-3579-3118

明理会東京大和病院 東京都板橋区本町36-3 03-5943-2411

太田内科クリニック 東京都板橋区本町37-12 03-3961-0413

医療法人社団仁恕会メンタルクリニックいたばし 東京都板橋区板橋1-21-5　１F　２F 03-3961-9603

いたばし・ハートクリニック 東京都板橋区板橋1-21-7聖楽ビル1F 03-5248-0880

おおの内科クリニック 東京都板橋区板橋1-36-1 TYﾋﾞﾙ 1F 03-3963-5521

平沼クリニック 東京都板橋区板橋2-16-6 03-6784-1190

弘瀬医院 東京都板橋区板橋2-5-1 03-3961-8407

医療法人社団野村医院 東京都板橋区板橋2-65-10ｰ201 03-3964-8544

医療法人社団敬天会鶴田クリニック 東京都板橋区板橋2-67-8板橋中央ﾋﾞﾙ 6･7F 03-5375-7600

医療法人社団桜楓会岡部医院 東京都板橋区板橋3-37-1 03-3961-0416

仁木医院 東京都板橋区板橋3-5-3 03-3961-5931

上原内科医院 東京都板橋区板橋3-6-11 03-5375-9981

くわこ記念循環器科内科クリニック 東京都板橋区板橋3-9-14 03-5375-0531

宮内医院 東京都板橋区板橋4-44-1 03-5943-1616

木村内科クリニック 東京都板橋区板橋4-6-1スカイプラザ 2F 03-3964-1955

医療法人社団仁潤会うえだクリニック 東京都板橋区仲宿48-9 03-5248-6622

あらい内科クリニック板橋仲宿 東京都板橋区仲宿64-1キーフェルン1F 03-6909-6909

双葉町クリニック 東京都板橋区双葉町12-17 03-3961-8060

医療法人社団信尚会堀井医院 東京都板橋区双葉町40-13 03-3961-2610

医療法人財団同潤会富士見病院 東京都板橋区大和町14-16 03-3962-2431

藤吉クリニック 東京都板橋区大和町16-3第二川井ﾋﾞﾙ1F 03-5943-1200

板橋区役所前診療所 東京都板橋区氷川町1-12コスモ・ディエース3F 03-5375-9031
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香川内科小児科医院 東京都板橋区氷川町25-1 03-3961-9050

野村循環器科内科クリニック 東京都板橋区大山東町18-4北岡ビル 2F 03-5375-3711

医療法人社団聡伸会今村医院 東京都板橋区大山東町58-20 03-3964-8805

大山東方クリニック 東京都板橋区大山東町60-9 03-3964-1830

冨山整形外科 東京都板橋区中板橋20-5-201 03-5375-8511

萩原医院 東京都板橋区中板橋21-2 03-3961-8380

渡辺医院 東京都板橋区中板橋29-6 03-3964-0381

おおはし医院 東京都板橋区弥生町29-12ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｺﾝｾｰﾙ 1F 03-5917-2255

鈴木医院 東京都板橋区大山町10-10 03-3956-1788

医療法人社団医新会医新クリニック 東京都板橋区大山町23-1 03-5995-5100

田丸小児科内科医院 東京都板橋区大山町41-3 03-3956-2836

佐伯医院 東京都板橋区大山町57-4KNOTS大山１階 03-5926-9075

医療法人社団千秋双葉会東京シティクリニック大山 東京都板橋区大山町9-6　EMPビル２F 03-3955-2200

医療法人社団貴和会小川医院 東京都板橋区大山金井町16-8メゾンゴールド1F 03-3955-8220

医療法人社団望圭会勝又内科医院 東京都板橋区中丸町22-7 03-3955-7333

早川医院 東京都板橋区中丸町9-1 03-3972-6062

医療法人社団寿祥会よりふじ医院 東京都板橋区大谷口北町27-4 03-3956-1255

医療法人社団山愛会山倉医院 東京都板橋区大谷口北町51-2 03-3956-2626

医療法人社団宮下医院 東京都板橋区大谷口北町76-7 03-3956-5349

医療法人社団昭成会田﨑病院 東京都板橋区大山西町5-3 03-3956-0864

つくしんぼ診療所 東京都板橋区大山西町70-10　1F 03-3972-1165

板橋幸町クリニック 東京都板橋区幸町21-13-101 03-5966-5801

医療法人社団経人会幸南クリニック 東京都板橋区幸町23-7ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ幸町店別館 03-5917-3900

医療法人社団ウェルネスササキクリニック 東京都板橋区幸町47-13 03-3973-1155

疋田医院 東京都板橋区幸町6-6 03-3955-0336

落合医院 東京都板橋区大谷口2-20-6 03-3956-3012

吉永医院 東京都板橋区大谷口2-29-7 03-5965-5366

戸島医院 東京都板橋区大谷口2-3-5 03-3956-5275

たにもとクリニック 東京都板橋区向原3-10-15-102 03-3530-8327

あおぞらクリニック 東京都板橋区向原3-10-18 03-5926-6310

岡村整形外科クリニック 東京都板橋区向原3-10-19-101 03-3956-1234

医療法人社団博凰会敬愛病院 東京都板橋区向原3-10-23 03-3973-3811

医療法人社団博鳳会敬愛病院附属クリニック 東京都板橋区向原3-10-6 03-5986-2055

そう内科クリニック 東京都板橋区小茂根1-21-4アルファビル 1階A室 03-3973-0711

右田医院 東京都板橋区小茂根1-25-10 03-3956-1577

吉野内科クリニック 東京都板橋区小茂根1-27-2 03-3530-3885

財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院 東京都板橋区小茂根4-11-11 03-5986-3111

医療法人社団桐心会林クリニック 東京都板橋区小茂根4-28-14 03-3956-2090

財団法人愛世会愛誠病院 東京都板橋区加賀1-3-1 03-3961-5351

医療法人社団明芳会板橋中央総合病院付属アイ・タワークリニック東京都板橋区舟渡1-13-10 03-5970-2716

浮間舟渡病院 東京都板橋区舟渡1－17－1 03-5994-5111

医療法人社団田島厚生会舟渡病院 東京都板橋区舟渡2-19-12 03-3968-8851

医療法人社団順済会志村坂クリニック 東京都板橋区東坂下1-9-5 03-3966-6720

ねづクリニック 東京都板橋区東坂下2-3-6 03-5914-0236

医療法人財団健康文化会坂下診療所 東京都板橋区坂下1-12-20 03-3966-3349

医療法人社団和親会いわた医院 東京都板橋区坂下1-35-17 03-3965-5070

医療法人社団誠志会誠志会病院 東京都板橋区坂下1-40-2 03-3968-2621

内藤医院 東京都板橋区坂下2-1-41川島ﾋﾞﾙ 1F 03-3965-0003

清水クリニック 東京都板橋区坂下2-28-7 03-3966-5314

徳山内科外科 東京都板橋区坂下3-12-10 03-3966-8737

望月内科クリニック 東京都板橋区相生町4-5 03-3937-6769
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赤星医院 東京都板橋区蓮根1-23-8 03-3966-6082

医療法人社団蓮根メディカルクリニック 東京都板橋区蓮根2-10-1 03-3966-0341

加藤整形外科 東京都板橋区蓮根2-22-18 03-3965-7005

せきねクリニック 東京都板橋区蓮根2-31-12-1F 03-5915-9901

はすね駅西口内科 東京都板橋区蓮根2-31-3　２F 03-5918-7517

医療法人社団学時会木下整形形成外科 東京都板橋区蓮根3-14-8 03-5970-1222

医療法人社団快芯会すずき内科 東京都板橋区蓮根3-9-11-1F 03-5918-9968

医療法人財団健康文化会小豆沢病院附属本蓮沼診療所東京都板橋区小豆沢1-7-7 03-3960-4837

医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 東京都板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1181

医療法人社団佑貴会天谷医院板橋診療所 東京都板橋区小豆沢2-17-1 03-3965-9555

医療法人社団明芳会IMS Me-Lifeクリニック板橋 東京都板橋区小豆沢2-23-15 03-3967-1515

幸田整形外科医院 東京都板橋区小豆沢2-25-9 03-3965-6588

医療法人社団共助会共助会医院 東京都板橋区小豆沢2-26-8 03-3966-2577

はなだ内科クリニック 東京都板橋区小豆沢2-36-13ﾏﾂｴｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 2F 03-5392-1314

浅倉内科クリニック 東京都板橋区小豆沢3-10-7 03-5970-1155

医療法人社団明芳会イムス板橋リハビリテーション病院東京都板橋区小豆沢3-11-1 03-3967-1183

医療法人社団篠遠医院 東京都板橋区蓮沼町20-14 03-3966-4901

はす花こどもファミリークリニック 東京都板橋区蓮沼町23-3 03-3960-8287

天木診療所 東京都板橋区清水町47-7 03-3961-3913

医療法人社団美誠会板橋宮本病院 東京都板橋区宮本町51-15 03-5914-0034

医療法人社団友晃会藤田医院 東京都板橋区泉町23-8 03-3960-2822

なかむらクリニック 東京都板橋区志村1-12-6 03-5948-7378

まつもとクリニック 東京都板橋区志村2-10-1PLAZA　NIKI　1階 03-3558-7117

医療法人社団慈慶会石澤内科クリニック 東京都板橋区志村2-10-9 03-3966-1438

医療法人社団厚優会こうのファミリーケアクリニック 東京都板橋区志村3-20-26志村ｽﾀｰﾋﾞﾙ1F 03-3965-1649

医療法人社団公喜会はすぬま内科 東京都板橋区大原町6-5ｶﾘﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 03-5916-1626

内村医院 東京都板橋区前野町1-44-11 03-3960-1335

よつくら医院 東京都板橋区前野町2-3-17 03-3969-0250

医療法人社団雄丈会'つづきクリニック 東京都板橋区前野町4-13-13 03-3960-0407

三浦内科医院 東京都板橋区前野町6-34-12-1F 03-5914-6178

医療法人社団慈誠会慈誠会前野病院 東京都板橋区前野町6-38-3 03-3969-1511

医療法人社団開成会常盤台病院 東京都板橋区前野町6-58-1 03-3968-3431

平山医院 東京都板橋区中台1-46-3 03-3932-3598

医療法人社団孝慈会中台医院 東京都板橋区中台1-4-7 03-3935-0195

青山クリニック 東京都板橋区中台3-27サンシティA101･103 03-3931-8888

大森メディカルクリニック 東京都板橋区若木1-17-17 03-5921-0755

林内科医院 東京都板橋区若木2-11-18 03-3934-0135

風見医院 東京都板橋区常盤台1-11-10 03-3960-0096

今本クリニック 東京都板橋区常盤台1-19-13 03-3966-9866

医療法人社団醫征会渡邉医院 東京都板橋区常盤台1-29-11 03-3960-7885

高木内科クリニック 東京都板橋区常盤台1-33-3 03-3960-3300

和田クリニック 東京都板橋区常盤台1-40-12 03-3960-2562

医療法人社団櫻美会石川医院 東京都板橋区常盤台1-61-3 03-3960-3940

服部医院 東京都板橋区常盤台1-7-17 03-3960-5001

医療法人財団朔望会常盤台外科病院 東京都板橋区常盤台2-25-20 03-3960-7211

医療法人社団清和昌綾会飯沼病院 東京都板橋区常盤台2-33-15 03-3960-0091

元内科・胃腸科クリニック 東京都板橋区常盤台2-6-1　1F 03-5915-5570

医療法人社団優やごうクリニック 東京都板橋区常盤台3-24-13 03-3966-5489

医療法人社団希光会西尾医院 東京都板橋区常盤台3-26-15 03-3960-4970

医療法人社団勇仁会北角診療所 東京都板橋区常盤台3-3-1 03-3960-3617

大久保医院 東京都板橋区常盤台4-10-5 03-6906-6811
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医療法人社団明芳会イムス記念病院 東京都板橋区常盤台4-25-5 03-3932-9181

上板橋松山内科クリニック 東京都板橋区常盤台4-30-9 03-5922-1271

藤川医院 東京都板橋区常盤台4-32-6-101 03-3933-1738

医療法人社団慈誠会上板橋病院 東京都板橋区常盤台4－36－9 03-3933－7191

望月外科医院 東京都板橋区常盤台4-8-5 03-3936-8716

医療法人社団和好会金子病院 東京都板橋区南常盤台1-15-14 03-3956-0145

鈴木クリニック 東京都板橋区南常盤台1-27-3 03-5986-1500

ときわ台クリニック 東京都板橋区南常盤台1-29-11 03-3972-1880

ほりた内科・胃腸内視鏡クリニック 東京都板橋区南常盤台1-34-2ウィステリアときわ台1F 03-6909-5705

弓倉医院 東京都板橋区南常盤台1-7-12 03-3956-1666

医療法人社団昊庸会有賀小児クリニック 東京都板橋区南常盤台2-3-3 03-3973-6151

うつみ医院 東京都板橋区東山町11-10 03-3956-2482

須賀医院 東京都板橋区東新町1-19-3 03-3972-0050

さいしょ小児科 東京都板橋区東新町2-55-4 03-5986-1271

斎藤医院 東京都板橋区桜川2-11-5 03-3933-0386

医療法人社団健育会竹川病院 東京都板橋区桜川2-19-1 03-6413-1300

はちすクリニック 東京都板橋区上板橋1-26-13 03-5922-5055

平山医院 東京都板橋区上板橋2-16-5 03-3933-1651

上板橋診療所 東京都板橋区上板橋2-1-8 03-3933-2201

奥村整形外科 東京都板橋区上板橋2-3-10 03-3937-0601

医療法人社団眞正会大國医院 東京都板橋区上板橋2-8-14 03-3933-4346

山櫻診療所 東京都板橋区上板橋3-15-5 03-3933-8739

医療法人財団健康文化会小豆沢病院 東京都板橋区小豆沢1-6-8 03-3966-8411

医療法人社団慈誠会慈誠会記念病院 東京都板橋区西台3-11-3 03-5920-1801

西台診療所 東京都板橋区西台3-33-10 03-3934-5558

医療法人社団典雅会おおやまクリニック 東京都板橋区西台4-5-8ｻﾝ･ｷｬｯｽﾙ西台 1F 03-5921-0560

医療法人樹会ふくはら内科クリニック 東京都板橋区徳丸7-1-1コモディイイダ徳丸西台店３F 03-5398-0324

医療法人社団隆勇会新河岸クリニック 東京都板橋区新河岸1-3-2 03-5921-1805

医療法人社団和会あべこどもクリニック 東京都板橋区高島平1-28-5KAZZﾋﾞﾙ 2F 03-3559-8115

医療法人社団明芳会高島平中央総合病院 東京都板橋区高島平1-73-1 03-3936-7451

高島平りゅう医院 東京都板橋区高島平2-21-6 03-3931-5311

医療法人社団内田会内田診療所 東京都板橋区高島平2-26-2-112 03-3936-8790

渡辺産婦人科医院 東京都板橋区高島平2-3-14 03-5399-3008

工藤クリニック 東京都板橋区高島平2-32-2-102 03-3936-0068

ねぎし整形外科クリニック 東京都板橋区高島平2-33-1ピーコックストア高島平店2F 03-6906-6226

医療法人社団ごんだクリニックごんだクリニック 東京都板橋区高島平2-33-1ピーコックストア高島平店2F 03-5922-5377

板橋区医師会病院 東京都板橋区高島平3-12-6 03-3975-8151

郡医院 東京都板橋区高島平3-8-6 03-3975-3438

高島平診療所堀口内科小児科 東京都板橋区高島平4-30-6 03-3975-4114

近藤胃腸科内科クリニック 東京都板橋区高島平5-42-8 03-3939-9063

医療法人社団健恵会佐藤クリニック 東京都板橋区高島平6-1-1 03-5997-9828

医療法人財団健康文化会小豆沢病院付属高島平診療所東京都板橋区高島平8-1-1 03-3932-3394

医療法人社団樹光会宮田医院 東京都板橋区高島平8-12-9 03-3559-8480

医療法人社団躍心会高島平東口クリニック 東京都板橋区高島平8-5-10MAビル３F 03-3933-1213

医療法人正有会髙橋医院 東京都板橋区高島平9-17-3 03-3936-3758

高島平かわむらクリニック 東京都板橋区高島平9-18-7 03-3933-7700

西台内科 東京都板橋区高島平9-7-6-101 03-5922-5350

みなくちクリニック 東京都板橋区徳丸2-14-8 03-6785-3791

長瀬クリニック 東京都板橋区徳丸2-20-12 03-3932-1050

本橋医院 東京都板橋区徳丸2-29-14 03-6789-3333

宮田クリニック 東京都板橋区徳丸3-1-13 03-3559-8660
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田幡医院 東京都板橋区徳丸3-13-9 03-3933-1627

倉科内科クリニック 東京都板橋区徳丸3-17-1-1A 03-5922-1661

医療法人社団慈誠会東武練馬中央病院 東京都板橋区徳丸3-19-1 03-3934-1611

ゆう徳丸内科皮膚科 東京都板橋区徳丸4-10-6 03-6909-7570

医療法人社団翔雄会ねや内科クリニック 東京都板橋区徳丸5-3-22 03-5922-5100

宮下内科医院 東京都板橋区徳丸6-45-6-103 03-5922-3350

たくみ内科 東京都板橋区四葉2-1-10四葉メディカルモール１F 03-5967-2422

医療法人社団翠会成増厚生病院 東京都板橋区三園1-19-1 03-3939-1191

医療法人社団英植会木村整形外科 東京都板橋区三園1-47-7 03-3977-1351

医療法人社団康成会荒瀬医院 東京都板橋区赤塚1-10-8 03-3930-0498

医療法人社団平和会和気医院 東京都板橋区赤塚2-7-12 03-3977-2611

医療法人財団健康文化会下赤塚診療所 東京都板橋区赤塚2-9-4MAISON Y.K 1F 03-3979-6361

まえだファミリークリニック 東京都板橋区赤塚3-9-1ﾘﾊﾞﾃｨｶｲﾄ103 03-3979-0901

井上医院 東京都板橋区赤塚4-17-11 03-5968-5777

松月院通りクリニック 東京都板橋区赤塚5-1-4 03-5968-6011

医療法人社団翔生会楠医院 東京都板橋区赤塚6-23-14 03-3939-0096

北原クリニック 東京都板橋区赤塚7-4-17 03-3939-0383

水野医院 東京都板橋区赤塚新町1-17-1 03-3559-2111

赤塚内科伊賀医院 東京都板橋区赤塚新町1-24-5 03-3976-1855

赤塚新町クリニック 東京都板橋区赤塚新町2-5-16ヴィルヌーブ赤塚1F 03-6915-6617

やの内科･小児科クリニック 東京都板橋区赤塚新町3-19-5 03-3930-2277

光が丘クリニック 東京都板橋区赤塚新町3-32-12-204 03-5968-3030

医療法人社団秀道会秀クリニック 東京都板橋区赤塚新町3-5-1 03-3975-5780

医療法人社団叡宥会安田病院 東京都板橋区成増1-13-9 03-3939-0101

医療法人社団光堂会柳澤クリニック 東京都板橋区成増1-16-26 03-3930-3600

伊藤内科小児科クリニック 東京都板橋区成増1-17-10 03-3930-5114

医療法人社団元志会成増駅前内科・循環器内科クリニック東京都板橋区成増2-14-5メディパーク成増3階 03-5967-1202

かとう内科クリニック 東京都板橋区成増2-17-6ｴｸｾﾙK.S.Y1F 03-3977-8222

医療法人社団正風会小林病院 東京都板橋区成増3-10-8 03-3930-7077

医療法人社団杉内医院 東京都板橋区成増3-17-16 03-3930-2331

医療法人社団整秀会田辺整形外科医院 東京都板橋区成増3-3-11成増アクト2-101 03-5998-0061

医療法人社団聖之会Waltzクリニック 東京都板橋区成増3-3-5 03-3938-1219

医療法人社団慈誠会慈誠会成増病院 東京都板橋区成増3-39-5 03-3977-9901

医療法人社団星霞会よこた内科・消化器科 東京都板橋区成増3-48-23成増医療ﾋﾞﾙ 1F 03-3977-3391

花島医院 東京都板橋区成増3-51-21 03-3930-5855

山下内科消化器科 東京都板橋区成増3-8-12 03-5997-6338

多比良医院 東京都板橋区成増4-13-2 03-3975-8139

田島クリニック 東京都板橋区成増5-18-4 03-5383-6622

さいぐさ医院 東京都練馬区練馬3-19-12ｳｴｽﾄﾊｲﾗﾝﾄﾞ1階 03-5946-7003

すずしろ医療生活協同組合すずしろ診療所 東京都練馬区練馬1-15-1堀越ビル2階 03-3557-1131

たかみクリニック 東京都練馬区練馬4-10-10 03-5984-5122

医療法人社団順洋会武蔵野総合クリニック練馬 東京都練馬区練馬1-26-1　中道ﾋﾞﾙ2～5階 03-3993-7015

鈴木クリニック 東京都練馬区練馬1-27-1 03-3991-1581

医療法人財団健康文化会練馬第二診療所 東京都練馬区練馬1-6-16 03-3991-4670

髙橋医院 東京都練馬区練馬4-13-5 03-3993-3811

医療法人財団秀行会阿部クリニック 東京都練馬区桜台2-1-7 03-3992-1103

医療法人社団森田クリニック 東京都練馬区桜台3-46-5 03-3557-6350

南町医院 東京都練馬区桜台1-8-8 03-3993-5251

医療法人社団宏生会反町医院 東京都練馬区桜台3-14-16 03-3991-2969

平間医院 東京都練馬区桜台4-1-8 03-3993-5353

医療法人社団郁翠会牧田医院 東京都練馬区桜台1-45-15 Blanc et Noir 1階 03-3948-0600
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本多医院 東京都練馬区桜台5-1-10 03-3991-1028

新桜台中村ファミリークリニック 東京都練馬区羽沢2-2-14 03-3991-7131

医療法人社団幸德会かとう内科クリニック小竹向原 東京都練馬区小竹町2-3-1ＧｒａｎｄｅＫｏｔａｋｅ1F 03-5995-1500

上野医院 東京都練馬区小竹町1-42-5 03-3955-2315

石黒内科クリニック 東京都練馬区小竹町2-81-8 03-5917-6100

いとう内科クリニック 東京都練馬区旭丘2-34-15旭丘ﾗﾎﾟｰﾙ1階 03-6761-1171

大野医院 東京都練馬区旭丘1-55-5 03-3951-8182

井口医院 東京都練馬区栄町32-9 03-3994-3871

西澤クリニック 東京都練馬区栄町6-8-1階 03-3948-5288

医療法人社団桜舞会井関内科 東京都練馬区豊玉上2-21-13-101 03-5912-1500

医療法人社団真成会野口医院 東京都練馬区豊玉上1-13-6 03-3994-5018

医療法人社団三世会ねぎしクリニック 東京都練馬区豊玉北4-19-6 03-3991-0328

みすずクリニック 東京都練馬区豊玉北5-12-8-1階 03-3993-6199

医療法人社団慶誠会佐々木医院 東京都練馬区豊玉北4-8-14 03-3993-0302

佐藤クリニック 東京都練馬区豊玉北5-32-4 03-3993-3171

森口クリニック 東京都練馬区豊玉北6-1-7ﾒｲｿﾞﾝ豊玉2階 03-3991-1750

森田医院 東京都練馬区豊玉北6-15-19 03-3991-0012

医療法人社団文和会中井医院 東京都練馬区豊玉北5-3-14 1階 03-3991-0657

医療法人社団柔和会藤澤こどもクリニック 東京都練馬区豊玉北6-6-6 03-3557-7950

医療法人社団晃仁会内田内科胃腸クリニック 東京都練馬区豊玉北5-7-15 03-5912-1241

練馬桜台クリニック 東京都練馬区豊玉北4-11-9 03-5999-0723

秋田医院 東京都練馬区豊玉中4-10-3 03-3991-1151

とくでんクリニック 東京都練馬区豊玉南1-10-1 03-3991-1971

おなかの富士見台クリニック 東京都練馬区貫井3-3-10富士屋ﾋﾞﾙ3階 03-5971-2421

医療法人社団章黎会よしだ内科クリニック 東京都練馬区貫井1-12-5 03-3577-3252

医療法人社団弘和会歌橋医院 東京都練馬区貫井4-25-31 03-3999-6767

笠井内科循環器クリニック 東京都練馬区貫井3-11-12-3階 03-3577-8071

戸田クリニック 東京都練馬区貫井1-7-26 03-3970-3535

医療法人社団榎本会富士見堂クリニック 東京都練馬区貫井3-14-6並木ビル1階 03-5848-5987

医療法人社団誠弘会平木整形外科内科 東京都練馬区貫井1-2-9 03-3999-7002

あまの内科クリニック 東京都練馬区中村北1-10-12ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎﾟｰﾄ練馬2F 03-3577-8858

医療法人社団Sais　on　Hｅaｌｔｈ中村橋駅前内科クリニック 東京都練馬区中村北3-23-5　シュウカワグチビル１階 03-5848-7830

わだ内科クリニック 東京都練馬区中村北4-4-12-1階 03-3825-7888

寺門医院 東京都練馬区中村北3-3-5 03-3999-4630

清水内科クリニック 東京都練馬区中村北2-18-8ちくまﾋﾞﾙ2階 03-3577-1900

医療法人社団隆記会田中医院 東京都練馬区中村北4-4-16-1階 03-3998-0011

医療法人社団順済会つちやハートクリニック 東京都練馬区中村3-17-6内田ビル1F 03-5933-9914

医療法人社団浩誠会臼井医院 東京都練馬区中村2-16-8 03-3970-0210

医療法人社団健晟会扇内医院 東京都練馬区中村3-4-18 03-3990-2111

大野醫院 東京都練馬区中村3-31-1 03-3999-6620

中杉通り整形外科 東京都練馬区中村3-24-15ｻﾝﾊｲﾑ中幸1階 03-3999-7916

医療法人社団千年会いかいクリニック 東京都練馬区中村南3-12-4ひかり壱番館1階 03-5971-3601

医療法人社団こうち医院 東京都練馬区中村南3-16-7東京セントラル中村南101号 03-5987-5137

医療法人社団順政会はたクリニック 東京都練馬区中村南1-15-16 03-3926-2355

もろいクリニック 東京都練馬区中村南2-15-6 03-5848-8558

手塚医院 東京都練馬区中村南3-15-2 03-3990-9970

三原台野口クリニック 東京都練馬区三原台1-14-37-101 03-3923-5181

医療法人社団栄心会田辺胃腸科 東京都練馬区三原台1-28-1 03-5905-5535

二葉医院 東京都練馬区三原台1-1-17 03-3922-1466

いそべクリニック 東京都練馬区谷原1-12-10東明ﾋﾞﾙ1階 03-5372-6566

杉山医院 東京都練馬区谷原3-1-20 03-3995-1333
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医療法人社団ヅーフハルマ中村医院 東京都練馬区谷原2-11-5 03-3997-0250

医療法人社団康和会田中医院 東京都練馬区谷原6-9-8 03-3996-5700

野口クリニック 東京都練馬区谷原5-27-5 03-5387-1105

高野台クリニック 東京都練馬区高野台1-7-20-2F 03-5393-8883

神山医院 東京都練馬区高野台5-21-18 03-3996-0344

医療法人社団慈守会池田医院 東京都練馬区高野台1-3-7ＮＦﾌﾟﾗｻﾞⅡ201 03-5372-6119

田村医院 東京都練馬区高野台3-38-10 03-3996-0434

うちだ内科クリニック 東京都練馬区富士見台2-4-15大惣ﾋﾞﾙ1階 03-3970-2433

医療法人社団平真会薬師堂診療所 東京都練馬区南田中3-26-3 03-3997-2657

医療法人社団つちやクリニック 東京都練馬区石神井町1-25-12 03-3997-3621

医療法人社団莉生会メディケアクリニック石神井公園 東京都練馬区石神井町2-8-21MJYビル2F・3F 03-6913-2278

いしざき内科 東京都練馬区石神井町3-30-20コーポ田嶋1階 03-6913-3925

各務内科医院 東京都練馬区石神井町8-40-10 03-3995-6171

医療法人社団三芽会原田クリニック 東京都練馬区石神井町2-14-31ビオラ5階 03-6913-3725

医療法人社団ユークレイジア会小山クリニック 東京都練馬区石神井町3-19-17 03-3995-7031

医療法人社団弘健会菅原医院 東京都練馬区石神井町3-9-16 03-3996-3016

医療法人社団石神井診療所 東京都練馬区石神井町4-8-10 03-3997-0330

田村外科クリニック 東京都練馬区石神井町3-29-9 03-3995-6202

渡辺クリニック 東京都練馬区石神井町8-36-10 03-3996-9555

医療法人社団三健会渡辺整形外科内科医院 東京都練馬区石神井町2-13-15 03-3997-6237

土屋医院 東京都練馬区石神井町3-5-４ 03-3996-4791

医療法人財団豊島医院 東京都練馬区石神井町1-22-8 03-3996-0014

なごみクリニック 東京都練馬区下石神井4-7-28 1F 03-3995-7530

野地医院 東京都練馬区下石神井6-21-7 03-3996-5796

医療法人社団峰紋会クルマタニクリニック 東京都練馬区上石神井1-25-8 03-3928-0508

のじり内科クリニック 東京都練馬区上石神井1-40-13第七田中ﾋﾞﾙ1階 03-5903-5578

医療法人社団ブライトはせがわ内科クリニック 東京都練馬区上石神井3-29-3ﾋﾟｱｺｽﾓｽ１階 03-3920-7808

医療法人社団上石神井サン・クリニック 東京都練馬区上石神井3-6-34 03-5910-3888

川邊内科 東京都練馬区上石神井2-26-15 03-3920-6810

医療法人社団白鳳会大角医院 東京都練馬区上石神井4-3-23 03-3920-0966

さくらい泌尿器科クリニック 東京都練馬区石神井台7-24-3 03-5903-7570

さとう内科医院 東京都練馬区石神井台4-7-3石神井台クリニックモール1階 03-5903-9613

医療法人社団アイディーエスじぶクリニック 東京都練馬区石神井台7-22-3 03-5903-1221

金田医院 東京都練馬区石神井台7-2-10 03-3920-1065

滝澤クリニック 東京都練馬区石神井台8-18-26 03-5991-0538

くどうクローバークリニック 東京都練馬区関町北2-26-17-1階 03-5903-5070

医療法人社団こいし会関町ゆいクリニック 東京都練馬区関町北2-26-11 03-6766-0808

医療法人社団岡田医院 東京都練馬区関町北1-8-9 03-3920-1232

加藤クリニック 東京都練馬区関町北2-27-11トウセン関町ﾋﾞﾙ5階 03-3920-3920

関町内科クリニック 東京都練馬区関町北5-6-1ﾄﾊﾟｰｽﾞﾊｲﾑ1階 03-5903-3881

医療法人社団遼山会関町病院 東京都練馬区関町北1-6-19 03-3920-0532

赤司医院 東京都練馬区関町北2-9-16 03-3920-0578

白戸医院 東京都練馬区関町北4-14-19 03-5991-1300

医療法人社団一修会富田いきいきクリニック 東京都練馬区関町北4-4-17 03-3928-2781

築根クリニック 東京都練馬区関町東1-22-11 03-3928-7868

希内科クリニック 東京都練馬区関町南1-9-50上石神井ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑ内2階 03-3928-0055

医療法人社団じうんどう慈雲堂病院 東京都練馬区関町南4-14-53 03-3928-6511

医療法人社団蒼明会大川整形外科 東京都練馬区関町南1-9-50上石神井ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑ内1階 03-3929-2212

野崎クリニック 東京都練馬区立野町14-15 03-3920-4066

医療法人社団蘭松会立野町蘭松医院 東京都練馬区立野町25-5 03-5991-6258

医療法人社団浩陽会はやみ医院 東京都練馬区大泉学園町5-7-21 03-3922-3956
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医療法人社団あかつき会後町クリニック 東京都練馬区大泉学園町4-1-25 03-3923-3006

医療法人社団安和会若井内科・呼吸器科 東京都練馬区大泉学園町7-15-16ﾊﾅﾌﾞｻ第一ﾋﾞﾙ3階 03-5933-2011

松崎医院 東京都練馬区大泉学園町6-16-25 03-3925-4321

新田クリニック 東京都練馬区大泉学園町1-28-5 03-5933-3071

大泉学園桜クリニック 東京都練馬区大泉学園町7-24-15 03-5933-1075

医療法人社団宏陵会大泉中央クリニック 東京都練馬区大泉学園町6-27-2 03-3923-5678

医療法人社団尚仁会中村内科クリニック 東京都練馬区大泉学園町4-22-13 03-3867-1711

医療法人社団翔洋会辻内科循環器科歯科クリニック 東京都練馬区大泉学園町8-24-25 03-3924-2017

医療法人社団憲希会藤野医院 東京都練馬区大泉学園町6-1-37 03-3978-9223

入倉クリニック 東京都練馬区大泉学園町7-10-28 03-3867-4190

医療法人社団並正会武田クリニック 東京都練馬区大泉学園町7-2-28 03-3921-9235

福田医院 東京都練馬区大泉学園町7-6-3 03-3924-2108

医療法人社団星の砂ねりま西クリニック 東京都練馬区大泉町3-2-9 03-5933-3077

メグ・マグノリアクリニック 東京都練馬区大泉町1-54-15 03-5947-6260

医療法人社団渋谷医院 東京都練馬区大泉町2-60-5 03-3922-0022

いずみ医療生活協同組合大泉クリニック 東京都練馬区大泉町6-29-20 03-3925-0077

かわさき内科糖尿病クリニック 東京都練馬区東大泉6-47-18ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾎﾟｰﾄ大泉学園内 03-3922-1071

こばやし泌尿器科・皮膚科 東京都練馬区東大泉6‐47‐18ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾎﾟｰﾄ大泉学園内 03-6904-5980

医療法人社団なごみ会つかさクリニック 東京都練馬区東大泉1-28-6ﾓﾝｾｰﾇ大泉3階 03-5947-5800

医療法人社団昌泉会やすひさ内科クリニック 東京都練馬区東大泉5-40-24ｻﾝﾀﾞﾘｵﾝﾋﾞﾙ1階 03-3922-8922

医療法人社団GBC学園橋クリニック 東京都練馬区東大泉3-66-15 03-3867-1155

医療法人社団横山三慶会橋本クリニック 東京都練馬区東大泉1-19-35三慶ﾋﾞﾙ1階 03-3925-1114

医療法人社団正弘会江渕クリニック 東京都練馬区東大泉3-18-16-1階 03-5947-4976

高橋消化器科内科クリニック 東京都練馬区東大泉1-30-10岡野ﾋﾞﾙ2階 03-3922-5101

三田村医院 東京都練馬区東大泉4-3-1 第2千代田ﾋﾞﾙ 03-5933-1655

医療法人社団山口医院 東京都練馬区東大泉1-36-15 03-3922-0065

医療法人社団健功会山川クリニック 東京都練馬区東大泉7-38-5 03-3867-1885

糸数外科胃腸科医院 東京都練馬区東大泉3-19-3ﾀｶﾊｼﾋﾞﾙ1階 03-3978-8685

小野寺内科クリニック 東京都練馬区東大泉5-28-4 03-3923-8181

医療法人社団健文会小林クリニック 東京都練馬区東大泉7-31-3 03-3925-1911

水谷内科呼吸器科クリニック 東京都練馬区東大泉6-51-4TKﾏﾝｼｮﾝ1階 03-3867-8141

医療法人社団川満惠光会川満外科 東京都練馬区東大泉6-34-46 03-3922-2912

医療法人社団弘順会大井手クリニック 東京都練馬区東大泉5-34-10 03-5905-2625

大泉アカデミアクリニック 東京都練馬区東大泉1-30-4第七三幸ﾋﾞﾙ3階 03-5933-2522

東京保健生活協同組合大泉生協病院 東京都練馬区東大泉6-3-3 03-5387-3111

医療法人社団大晃会渡辺医院 東京都練馬区東大泉2-38-15 03-3922-3245

東大泉メディカルクリニック 東京都練馬区東大泉2-11-31 03-3922-3421

医療法人社団純正会東大泉病院 東京都練馬区東大泉7-36-10 03-3924-5820

長谷川クリニック 東京都練馬区東大泉4-26-4塩野第2ﾋﾞﾙ2階 03-5935-0550

医療法人社団松生会うすきクリニック 東京都練馬区南大泉4-47-9ｺﾝﾌｫｰﾄ南大泉１階 03-3924-0443

うんのクリニック 東京都練馬区南大泉3-27-12ﾊｲｼﾃｨ南大泉1階 03-3921-6177

医療法人社団てらもとクリニック 東京都練馬区南大泉1-15-39ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ101 03-5905-6006

医療法人社団慈翠会金子保谷内科クリニック 東京都練馬区南大泉5-31-14 03-3921-4159

医療法人社団優夏会川村内科クリニック 東京都練馬区南大泉5-20-27 03-5947-5033

医療法人社団澄笛会竹下医院 東京都練馬区南大泉5-36-9 03-3922-3341

保谷駅前クリニック 東京都練馬区南大泉3-29-14高橋ﾋﾞﾙ1F2F 03-3978-8241

医療法人社団典美会保谷医院 東京都練馬区南大泉4-50-15 03-3924-3258

医療法人社団弥生会原医院 東京都練馬区西大泉1-15-9 03-3922-3022

医療法人社団英泉会佐伯医院 東京都練馬区西大泉5-35-8 03-3925-1238

山東医院 東京都練馬区西大泉1-2-5 03-3922-2738

瀧島医院 東京都練馬区西大泉4-23-13 03-3867-3111
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吉野記念クリニック 東京都練馬区旭町1-15-19ﾗ･ﾌｫﾝﾃｰﾇｲﾝ光が丘2階 03-3939-4412

医療法人社団祥和会中村内科クリニック 東京都練馬区旭町2-9-13 03-3977-3673

内科吉沢医院 東京都練馬区旭町3-25-21ﾕｰｹﾞﾝﾄ兎月１階 03-6423-0707

医療法人社団いとう小児科クリニック 東京都練馬区光が丘3-7-1-101 03-3979-2011

医療法人社団健寿の樹きくかわクリニック糖尿病内科・老年内科 東京都練馬区光が丘3-9-2IMA南館2階 03-6909-8528

医療法人社団金谷クリニック 東京都練馬区光が丘2-4-11-102 03-3979-2331

医療法人社団啓妙会桑名医院 東京都練馬区光が丘5-5-6-101 03-3976-3230

医療法人社団橙樹会光が丘内田クリニック 東京都練馬区光が丘3-3-4-101 03-3976-6411

沼口整形外科・小児科 東京都練馬区光が丘5-2-5-102 03-3976-0131

医療法人社団健志会飯島医院 東京都練馬区光が丘7-3-6-102 03-3976-6087

医療法人社団市原外科内科 東京都練馬区田柄1-1-12 03-3939-3357

本橋内科クリニック 東京都練馬区田柄2-30-14-1階 03-3938-3501

医療法人社団中山クリニック 東京都練馬区田柄2-45-8 03-3939-0361

小林内科クリニック 東京都練馬区田柄3-13-20 03-3926-8802

医療法人社団周生会杉田クリニック 東京都練馬区田柄4-11-10 03-3970-6329

間遠医院 東京都練馬区田柄4-27-23 03-3975-1550

林内科胃腸科 東京都練馬区田柄5-14-11-2F 03-3825-3312

医療法人社団翔真会浜野小児科内科クリニック 東京都練馬区田柄5-14-19 03-3926-2635

医療法人社団輝恭会いしい脳神経外科・内科クリニック 東京都練馬区田柄5-20-20 03-5971-8555

医療法人社団貞衛会光が丘整形外科 東京都練馬区田柄5-28-10 03-5971-2601

医療法人社団大航会オサムラクリニック 東京都練馬区春日町2-7-1 03-3990-9888

医療法人社団ハートクリニックハートクリニック練馬春日町 東京都練馬区春日町5-33-30ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ春日町1階 03-5971-8550

医療法人社団心優会安藤クリニック 東京都練馬区春日町6-5-15ﾒﾃﾞｨｶﾙ春日ﾗ･ｾﾘｰｾﾞＩ2階 03-3990-8001

医療法人社団侑佳会岡田内科クリニック 東京都練馬区春日町3-4-9春日ｺｰﾎﾟ2階 03-5987-3888

加藤医院 東京都練馬区春日町4-18-1 03-5987-5900

宮野循環器内科 東京都練馬区春日町4-20-20 03-6768-7182

春日町くりクリニック 東京都練馬区春日町2-14-4 03-5971-8098

かみじょう整形外科 東京都練馬区平和台3-25-17マルキビル101 03-5945-1055

しまむらファミリークリニック 東京都練馬区春日町3-29-8　２F 03-5848-6477

新桜台内科・外科クリニック 東京都練馬区桜台1-28-8シースリーモール新桜台2階 03-3993-9090

春日町診療所 東京都練馬区春日町3-29-41-102 03-3999-8810

医療法人社団梛の会池内整形外科 東京都練馬区春日町3-29-41AZA･中の宮・A1階 03-3999-2300

仲村医院 東京都練馬区春日町4-19-12 03-3999-0800

医療法人社団凌山会たかまつクリニック 東京都練馬区高松1-14-5ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ1階 03-5987-5860

医療法人社団清美会宮園内科クリニック 東京都練馬区高松1-42-20 03-3825-1001

光が丘南佐藤医院 東京都練馬区高松4-12-17 03-3926-8765

医療法人社団平成会たいら整形外科クリニック 東京都練馬区土支田2-29-19 03-5947-3699

こくぶん医院 東京都練馬区北町1-36-18 03-3933-5550

医療法人社団貢栄会しろた内科･胃腸科クリニック 東京都練馬区北町2-22-11ｸﾞﾗﾝｻﾝﾃ2階 03-5398-0200

下島メディカルクリニック 東京都練馬区北町2-36-6ｿﾚﾑ守屋1階 03-5945-3266

金岡胃腸科外科医院 東京都練馬区北町2-18-10 03-3933-6520

医療法人社団秀光会黒川内科医院 東京都練馬区北町2-41-21 03-5920-5557

医療法人社団松永クリニック 東京都練馬区北町3-20-4 03-3933-7571

上原医院 東京都練馬区北町8-12-10 03-3935-2226

医療法人社団一優会津久井小児科内科医院 東京都練馬区北町6-27-23　1階 03-3937-1151

鈴木医院 東京都練馬区北町7-20-33 03-5921-0322

医療法人社団宮本外科宮本外科内科 東京都練馬区錦2-8-5 03-3933-5656

医療法人社団清真会麦島内科クリニック 東京都練馬区錦1-21-1 03-3550-2256

医療法人社団光葉会佐川クリニック 東京都練馬区平和台2-11-14 03-6915-7233

医療法人社団善和会小船内科医院 東京都練馬区平和台3-9-1 03-3931-7161

仲町メディカルクリニック 東京都練馬区平和台1-31-3 03-5921-2382
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医療法人社団和泰会平和台クリニック 東京都練馬区平和台4-26-8ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ平和台Ⅰ 03-5922-1241

医療法人財団健康文化会練馬第一診療所 東京都練馬区平和台4-20-16 03-3933-8957

医療法人社団じんの内科医院 東京都練馬区氷川台3-24-21 03-5922-6171

城北公園クリニック 東京都練馬区氷川台4-7-1 03-5922-6333

いしだ内科ハートクリニック 東京都練馬区早宮1-1-1チェレステ氷川台1階 03-6914-7151

知久医院 東京都練馬区早宮1-22-１4 03-3994-0220

医療法人社団憲幸会田村内科小児科医院 東京都練馬区早宮2-22-15 03-3934-7748

ハートフルクリニック高野台 東京都練馬区高野台1-6-8 03-5923-9833

なかじま内科 東京都練馬区東大泉4-31-1北園メディカルモール2階 03-3922-7722

練馬光が丘内科内視鏡クリニック 東京都練馬区田柄5-16-5C CLINIC HIKARIGAOKA 3F 03-3577-7149

練馬きたまち内科・糖尿病内科クリニック 東京都練馬区北町3-16-10 03-3550-7555

医療法人朋祐会シルバーケアクリニック 東京都練馬区上石神井2-37-5 03-5903-9091

かえるクリニック 東京都練馬区土支田1-31-11 03-5967-1195

医療法人財団梅田病院 東京都足立区梅田７－１－２ 03-3840-4511

医療法人社団民政会愛里病院 東京都足立区千住東１－２０－１２ 03-3888-7721

社会福祉法人勝楽堂病院 東京都足立区千住柳町５－１ 03-3881-0137

一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院 東京都足立区鹿浜５－１１－１ 03-3899-1311

医療法人社団綾瀬病院 東京都足立区綾瀬６－３－１ 03-3605-3319

和田小児科医院 東京都足立区西保木間２－１５－２３ 03-3884-2301

東川医院 東京都足立区大谷田３－１６－１２ 03-3605-3688

鬼塚内科医院 東京都足立区本木南町２１－１１ 03-3852-3901

中西医院 東京都足立区関原３－４４－７ 03-3852-1122

矢野内科クリニック 東京都足立区栗原３－３０－９ 03-3854-0823

島袋内科 東京都足立区千住旭町４３－１１ 03-3882-9083

医療法人社団昭生会井上医院 東京都足立区保木間１－３１－１０ 03-3858-1500

医療法人社団雄輝会木内医院 東京都足立区中央本町２－２４－１２ 03-3889-1765

医療法人財団ひこばえ会セツルメント診療所 東京都足立区東和４－２０－７ 03-3605-7747

医療法人社団芳沢医院 東京都足立区大谷田２－１６－１２ 03-3629-0344

医療法人社団昭徳会師田こども内科クリニック 東京都足立区東伊興３－２－７ 03-3897-7320

医療法人社団春央会大澤クリニック 東京都足立区中央本町４－９－１０ 03-3849-2995

医療法人社団宏心会六ツ木診療所 東京都足立区六木１－４－１４ 03-3629-1661

医療法人社団慶寿会伊興医院 東京都足立区伊興３－６－２２ 03-3899-6011

医療法人社団本橋医院 東京都足立区綾瀬２－４３－９ 03-3602-3085

医療法人社団江友会江北クリニック 東京都足立区江北６－３０－２０ 03-3854-3123

医療法人社団江友会古千谷クリニック 東京都足立区古千谷本町１－２－２１ 03-3856-7841

医療法人社団宏英会吉田医院 東京都足立区柳原１－３１－１４ 03-3882-7878

医療法人社団慈正会天沼医院 東京都足立区西保木間４－５－１４－２ 03-3883-8855

医療法人社団健立会倉井内科医院 東京都足立区保木間２－３－４ 03-3859-7611

江北診療所 東京都足立区栗原３－１０－１９－１０８ 03-3886-6320

今福医院 東京都足立区古千谷本町２－１８－５ 03-3854-1029

医療法人社団成風会髙橋クリニック 東京都足立区西新井５－１５－９ 03-3854-3031

佐々木医院 東京都足立区綾瀬２－２６－１７ 03-5680-0566

医療法人社団健康増進会博慈会田園クリニック 東京都足立区舎人２－１９－１８ 03-3899-1600

医療法人社団江友会島根クリニック 東京都足立区島根１－１３－１４ 03-3883-8375

医療法人社団大谷田団地診療所 東京都足立区大谷田１－１－１－２０９ 03-3629-0190

医療法人社団聖啓会花畑たむら内科 東京都足立区花畑４－２３－１６ 03-3883-6180

医療法人社団福寿会梅田診療所 東京都足立区梅田８－１２－１０ 03-5681-5020

医療法人社団恭美会西川クリニック 東京都足立区東和２－１６－３ 03-3605-3333

深見医院 東京都足立区伊興３－２－１ 03-3897-1301

社会医療法人社団慈生会常楽診療所 東京都足立区一ツ家４－５－１１ 03-3850-8721

医療法人社団慶愛会けいあいクリニック 東京都足立区大谷田５－１８－１２ 03-5682-7232
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中山内科クリニック 東京都足立区竹の塚６－１２－５ 03-3859-5711

医療法人社団嶋津医院 東京都足立区綾瀬４－１８－６ 03-3605-8320

おか整形外科内科医院 東京都足立区島根２－２０－１５ 03-3850-7333

医療法人財団ひこばえ会セツルメント診療所分院 東京都足立区東和４－２４－１６ 03-5613-5701

黒川医院 東京都足立区千住１－１８－２ 03-3881-7729

医療法人社団あすは会東伊興クリニック 東京都足立区東伊興３－２１－３ 03-5691-7077

医療法人財団南葛勤医協かもん宿診療所 東京都足立区千住仲町１２－１６ 03-3881-2793

医療法人社団泰仁会北川医院 東京都足立区千住河原町２２－６ 03-3881-0364

医療法人社団三秀会三宅クリニック 東京都足立区関原２－１３－２３ 03-3889-5511

飯塚医院 東京都足立区千住５－５－５ 03-3881-2234

香川クリニック 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-1422

医療法人社団𥁕志会西新井大腸肛門科 東京都足立区島根３－７－１３ 03-3883-2020

医療法人社団星風会井上クリニック 東京都足立区竹の塚５－１１－８ 03-3850-5771

医療法人社団芳成会芳村クリニック 東京都足立区西綾瀬２－２－１６ 03-3852-0838

医療法人社団滋叡会遠藤医院 東京都足立区西竹の塚２－１０－１５ 03-3899-5228

久勝医院 東京都足立区弘道２－１－３ 03-3889-4714

医療法人社団江誠会大久保医院 東京都足立区江北４－１６－１４ 03-3890-0461

山一ビル内科クリニック 東京都足立区島根３－８－１　山一ビル島根Ⅱ１Ｆ 03-3884-8888

石橋医院 東京都足立区東保木間１－５－５－１０１ 03-3883-7500

東京ほくと医療生活協同組合江北生協診療所 東京都足立区江北２－２４－１ 03-3857-6636

東京ほくと医療生活協同組合鹿浜診療所 東京都足立区新田２－４－１５ 03-3912-8491

医療法人社団福寿会関原クリニック 東京都足立区関原３－１－１１ 03-5681-5381

医療法人社団幸順会横井内科クリニック 東京都足立区扇３－１７－１３ 03-5691-4511

医療法人社団眞仁会青井診療所 東京都足立区青井４－２９－２３ 03-5888-8673

医療法人社団鶏頭会安藤クリニック 東京都足立区西保木間２－５－１２　坂田ビル１Ｆ 03-5686-7501

医療法人社団智眞会じゅんクリニック 東京都足立区東綾瀬１－１０－８ 03-5697-4141

医療法人社団あすか会並木クリニック 東京都足立区鹿浜６－１５－５ 03-5691-1122

医療法人財団健和会蒲原診療所 東京都足立区東和３－４－１５ 03-3605-5594

東京ほくと医療生活協同組合北足立生協診療所 東京都足立区入谷３－１－５ 03-3896-9971

医療法人社団永泉会曙町クリニック 東京都足立区千住曙町４１－２－１０７ 03-3879-9116

加平クリニック 東京都足立区加平２－１４－１５ 03-3628-8077

医療法人社団松友会松﨑医院 東京都足立区竹の塚３－４－７ 03-3883-0017

井川内科消化器クリニック 東京都足立区島根１－１１－５　シャン・ド・ヴィラージュ１Ｆ 03-5851-2800

医療法人社団泰尚会玄クリニック 東京都足立区竹の塚１－３０－２０　泰尚ビル１Ｆ 03-3850-3181

医療法人財団南葛勤医協健愛クリニック 東京都足立区千住曙町３７－８ 03-5813-1805

医療法人社団みやび記念会足立純心クリニック 東京都足立区西伊興１－５－１ 03-5838-2400

医療法人社団容生会増田クリニック 東京都足立区南花畑５－１７－１ 03-3885-6837

六町駅クリニック 東京都足立区六町４－２－２７　六町佐藤ビル２Ｆ 03-3883-8069

医療法人社団中興会ミルディス内科・胃腸科クリニック 東京都足立区千住３－９８　千住ミルディスⅡ番館３０４ 03-3888-1871

社会医療法人社団昭愛会水野クリニック 東京都足立区西新井６－３１－１５ 03-3898-9300

時田クリニック 東京都足立区興野１－１４－１１ 03-3889-0174

伊藤クリニック 東京都足立区梅田８－１－１　梅島地所ビル３Ｆ 03-3840-3388

医療法人社団明桜会ハラダクリニック 東京都足立区西伊興４－９－１１ 03-5837-1515

医療法人社団こひつじ会横川レディースクリニック 東京都足立区保木間１－２２－１５ 03-3884-1241

真島内科医院 東京都足立区関原１－２１－１ 03-3886-6805

医療法人社団医眞会竹ノ塚診療所 東京都足立区竹の塚１－３９－１４－１０１ 03-3884-5451

医療法人社団博信会布川医院 東京都足立区千住中居町１１－８ 03-3879-7645

八光医院 東京都足立区南花畑２－４９－１ 03-3850-5615

松下胃腸科外科 東京都足立区西新井栄町３－１６－１７ 03-3886-6616

千住中央診療所 東京都足立区千住大川町３７－２ 03-3881-5378

医療法人社団寿英会安田医院 東京都足立区中央本町３－１－２ 03-5845-3680
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医療法人社団雙信会井上てるクリニック 東京都足立区竹の塚５－７－１０　森屋ビル２Ｆ 03-5851-7666

医療法人社団栄悠会あやせ循環器クリニック 東京都足立区谷中３－６－９ 03-3605-2821

医療法人社団泰晴会あおば内科・総合診療クリニック 東京都足立区梅島１－４－４　志村ビル２Ｆ 03-5879-2489

おおしま内科クリニック 東京都足立区東和５－８－１１－１Ｆ 03-5697-0051

医療法人社団容生会ようせいクリニック 東京都足立区東保木間２－１－１ 03-5831-6214

医療法人社団穂上会ほがみ内科胃腸科 東京都足立区竹の塚２－２０－８　竹の塚メディカルビル１Ｆ 03-5851-5211

医療法人社団育楽会あやせ駅前整形外科・内科 東京都足立区綾瀬１－３２－１３　ハイネスアヤセ１階Ａ・Ｂ 03-3601-4171

足立外科胃腸内科医院 東京都足立区青井２－２４－８ 03-3880-1191

石川内科クリニック 東京都足立区新田３－３４－５　ハートアイランド新田メディカルスクエア３Ｆ03-5902-3551

田中医院 東京都足立区西新井本町２－２－１ 03-3890-0971

おかのクリニック 東京都足立区西新井１－１１－４ 03-3898-4983

中居町クリニック 東京都足立区千住寿町３－５ 03-3881-3778

医療法人社団徳施会高野クリニック 東京都足立区扇２－４６－１３　ケーアンドエー高野ビル３Ｆ 03-3855-9233

医療法人財団協和会市原内科クリニック 東京都足立区足立１－２０－１０ 03-3887-8531

いりえクリニック 東京都足立区加賀１－１８－１８　エステート野口１０２ 03-6803-1818

武井内科クリニック 東京都足立区舎人６－１０－１１－１０２ 03-5837-4127

久保内医院 東京都足立区弘道１－３－１９ 03-3889-8731

医療法人社団浩祐会ヘルスケアクリニックくりやま内科 東京都足立区保木間１－２－１９－１Ｆ 03-3883-5605

綾瀬東口医院 東京都足立区綾瀬２－２９－４ 03-5680-1153

医療法人社団大藏医院 東京都足立区青井２－３２－１０ 03-3887-2043

医療法人社団寿泉会旭医院 東京都足立区千住旭町９－１５ 03-3888-3508

南花畑クリニック 東京都足立区南花畑２－１３－１７ 03-5856-5125

つくしクリニック 東京都足立区南花畑３－１８－１８ 03-3884-0656

椿１丁目内科クリニック 東京都足立区椿１－６－１３ 03-3890-1860

医療法人社団あすは会西伊興クリニック 東京都足立区西伊興４－１－１ 03-5838-7077

医療法人社団洸青会ルミナス内科クリニック 東京都足立区西新井１－３８－１１　オリエント第６ビル１０３ 03-5837-2577

東京ふれあい医療生活協同組合ふれあいファミリークリニック東京都足立区宮城１－３３－２０ 03-6908-4330

あべ内科小児科 東京都足立区梅田１－１８－５ 03-3886-6017

福本医院 東京都足立区花畑７－５－１８ 03-3884-5121

中田医院 東京都足立区鹿浜４－２２－１６ 03-3899-1676

藤井クリニック 東京都足立区花畑４－２６－７　シャイン花畑１Ｆ 03-5851-0280

草野クリニック 東京都足立区扇３－２５－８ 03-5838-2886

せき内科小児科クリニック 東京都足立区西新井栄町３－１７－５ 03-3886-2543

医療法人社団信明会コスモスクリニック 東京都足立区加平３－４－１　ウィステリアガーデン３Ｆ 03-5849-5611

医療法人社団慈航会阿部メディカルクリニック 東京都足立区千住河原町２１－１０ 03-5813-5511

内科・脳神経外科西原クリニック 東京都足立区梅田５－２５－３３　ロイヤルパークス梅島１Ｆ 03-5888-5288

医療法人社団たいける会渡辺整形外科 東京都足立区弘道１－３－２７ 03-3840-1551

長﨑診療所 東京都足立区本木２－７－５ 03-3880-6138

医療法人社団池田医院 東京都足立区西新井５－３－２ 03-3898-8121

いいだクリニック 東京都足立区花畑５－１３－２　ベルクスモール足立花畑中央店２Ｆ03-3860-1810

医療法人社団恭生会あやせ脳神経外科 東京都足立区東綾瀬１－９－４　メディカルプラザ綾瀬２Ｆ 03-5849-5103

医療法人社団三輝会三上内科クリニック 東京都足立区伊興４－３－３ 03-5837-3741

医療法人社団理晴会つのだ内科クリニック 東京都足立区江北７－１４－５ 03-5839-6705

医療法人社団博ゆう会大川クリニック 東京都足立区谷在家３－２１－１３　光ビル１Ｆ 03-5837-8811

やまざきメディカルスクエア 東京都足立区西伊興２－３－９ 03-5647-9948

あさぬま医院 東京都足立区一ツ家２－１１－１２ 03-3883-7276

西新井駅前さくら参道内科クリニック 東京都足立区西新井栄町２－３－３　さくら参道ビル２階 03-5888-6635

医療法人社団一亮会ほつかクリニック 東京都足立区保塚町１８－１５ 03-3858-3822

医療法人社団俊秀会エヌ・ケイ・クリニック 東京都足立区綾瀬３－２－８　シティプレイスアヤセ３階 03-3620-2034

医療法人社団叡美会えのもとファミリークリニック 東京都足立区千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住４Ｆ 03-6806-2471

医療法人社団邦亜会たけだクリニック 東京都足立区西保木間３－２２－１４ 03-5831-6886
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医療法人社団久光会久光クリニック 東京都足立区六町２－６－２４ 03-5831-0502

綾瀬おかだクリニック 東京都足立区綾瀬４－３０－１５ 03-5856-2324

竹ノ塚医院 東京都足立区竹の塚３－５－１２ 03-3883-2500

クリニック花畑 東京都足立区花畑３－３５－１９ 03-3884-4646

秋元ファミリークリニック 東京都足立区栗原１－７－２０　小倉第２ビル１Ｆ 03-5856-7888

医療法人社団成和会西新井病院附属成和クリニック 東京都足立区西新井本町５－７－１４　Ｅ.Ｍ.Ｓビル１～３Ｆ 03-5888-6601

北綾瀬駅前せたクリニック 東京都足立区谷中２－５－１０　クイーンハイツ浅伊２Ｆ 03-3628-8181

扇大橋内科クリニック 東京都足立区扇２－２５－２１　グランアヴェイル扇１Ｆ 03-5856-9125

医療法人社団萃蓉会梅島ハートクリニック 東京都足立区梅島１－１３－２　オギハラビル１Ｆ 03-5888-6717

医療法人社団山栄会山﨑内科クリニック 東京都足立区千住２－２７　フリーデンベルク１Ｆ 03-3881-6565

医療法人社団永優会鈴木内科胃腸クリニック 東京都足立区千住緑町２－１０－５ 03-3881-0857

医療法人尚和会足立慶友内科クリニック 東京都足立区足立１－１２－１２　足立メディカルモール２Ｆ 03-5845-8711

高田医院 東京都足立区東和４－５－８ 03-3605-0329

原整形外科内科 東京都足立区千住宮元町１－１　宮元ビル１Ｆ 03-3888-5567

医療法人社団健整会米倉内科整形外科 東京都足立区青井２－４－１０  リバーシティⅡ１Ｆ 03-5888-5511

医療法人社団渋美会ひかりクリニック城東 東京都足立区綾瀬４－８－１７　相善ビル４階・５階 03-5849-3895

中山内科医院 東京都足立区六町１－１５－３４ 03-3884-6869

医療法人社団福寿会福岡クリニック 東京都足立区梅田７－３２－６ 03-5681-8130

医療法人社団永真会くめ内科クリニック 東京都足立区綾瀬２－３３－２　アヤセメディカルモール１Ｆ 03-5629-5611

綾瀬セントラル内科クリニック 東京都足立区東綾瀬１－９－４　プラザ白うめ３階 03-5856-0715

江北ファミリークリニック 東京都足立区江北５－１－１ 03-3897-3030

医療法人社団鶏頭会安藤ファミリークリニック 東京都足立区栗原４－１６－１ 03-6807-1275

森川医院 東京都足立区関原１－８－１０ 03-3886-2835

江北駅前おひさま内科・小児科 東京都足立区江北４－２９－５－２階 03-3856-0130

ほりうち内科クリニック 東京都足立区中央本町２－２６－１３　サミットストア五反野店３Ｆ03-3852-3300

竹ノ塚駅前クリニック内科小児科皮膚科 東京都足立区竹の塚６－１１－１　Ｔ・キューブ１階 03-5831-5755

江北内科クリニック 東京都足立区江北３－３－１ 03-5837-2522

西新井駅東口クリニック 東京都足立区梅島３－３２－２４　第１矢野新ビル１Ｆ 03-3880-7777

竹の塚ファミリークリニック 東京都足立区竹の塚５－２１－１ 03-5856-7910

医療法人社団鹿浜会足立鹿浜医院 東京都足立区鹿浜３－６－１ 03-3857-5871

北綾瀬とうわクリニック 東京都足立区東和５－１２－１３　小田萬ビル２Ｆ 03-5856-2450

渡邉内科外科医院 東京都足立区足立４－２２－１５ 03-3840-2960

足立東クリニック 東京都足立区谷中１－１７－７－１Ｆ 03-6802-6603

社会医療法人社団慈生会等潤病院 東京都足立区一ツ家４－３－４ 03-3850-7221

医療法人社団大坪会東和病院 東京都足立区東和４－７－１０ 03-5697-6461

医療法人社団哲仁会井口病院 東京都足立区千住２－１９ 03-3881-2221

医療法人社団寿英会内田病院 東京都足立区千住２－３９ 03-3888-7321

医療法人社団すずき病院 東京都足立区千住寿町８－２ 03-3881-7711

医療法人社団日岩会下井病院 東京都足立区綾瀬３－２８－８ 03-3620-8811

医療法人社団心和会足立共済病院 東京都足立区柳原１－３６－８ 03-3881-6116

医療法人財団健和会柳原病院 東京都足立区千住曙町３５－１ 0120-337-761

医療法人社団けいせい会東京北部病院 東京都足立区江北６－２４－６ 03-3854-3181

医療法人社団東京朝日会あさひ病院 東京都足立区平野１－２－３ 03-5242-5800

医療法人財団桜会あだち共生病院 東京都足立区本木南町２７－６ 03-3880-2777

特定医療法人社団潤恵会敬仁病院 東京都足立区新田２－１８－６ 03-3913-3106

社会医療法人社団医善会いずみ記念病院 東京都足立区本木１－３－７ 03-5888-2111

医療法人社団洪泳会東京洪誠病院 東京都足立区西新井栄町１－１７－２５ 03-5888-9880

医療法人社団洪泳会第二洪誠病院 東京都足立区栗原４－１１－１ 03-3897-0269

医療法人社団仁幸会扇大橋病院 東京都足立区扇１－５５－２８ 03-3890-1171

医療法人社団俊和会寺田病院 東京都足立区扇１－２０－１２ 03-3898-5231

医療法人社団苑田会苑田第二病院 東京都足立区竹の塚４－２－１７ 03-3850-5723
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医療法人財団桜会桜会病院 東京都足立区千住桜木２－１３－１ 03-3881-9211

医療法人社団美誠会足立北病院 東京都足立区保木間５－３８－１５ 03-5851-1601

医療法人社団友愛会友愛病院 東京都足立区花畑４－３３－８ 03-3884-1235

医療法人社団苑風会苑風会病院 東京都足立区中央本町１－１９－５ 03-3848-7800

医療法人社団忠医会大高病院 東京都足立区島根３－１７－８ 03-5856-7319

医療法人社団福寿会慈英会病院 東京都足立区西新井栄町２－８－６ 03-3889-1111

医療法人社団福寿会福寿会足立東部病院 東京都足立区梅島２－３５－１６ 03-3880-1221

医療法人社団　愛育苑診療所 東京都葛飾区水元3-13-6 03-3607-6606

青衣クリニック 東京都葛飾区西亀有3-37-13 03-5629-1431

青戸町医院 東京都葛飾区青戸1-10-12 03-3691-1894

医療法人社団　健寿会　阿久津医院 東京都葛飾区高砂2-30-21 03-3659-1123

医療法人社団　嘉正会　浅野医院 東京都葛飾区東金町3-39-4 03-3607-0267

医療法人社団　東京正和会　あさの金町クリニック 東京都葛飾区東金町1-18-3 03-3609-7511

医療法人社団　千山会　安倍内科医院 東京都葛飾区東新小岩5-15-3 03-3692-3513

医療法人社団　昭仁会　雨宮医院 東京都葛飾区柴又1-43-11 03-3600-3511

医療法人社団　祥史会　綾瀬中央診療所 東京都葛飾区小菅4-9-13 03-3602-5664

あんざいクリニック 東京都葛飾区新小岩4-8-7 03-5662-1399

飯田クリニック 東京都葛飾区新小岩1-40-10 03-3674-1033

いしかわクリニック 東京都葛飾区西新小岩4-37-3 03-3691-3715

医療法人社団　明芳会 イムス東京葛飾総合病院 東京都葛飾区西新小岩4-18-1 03-5670-9901

石川循環器クリニック 東京都葛飾区青戸1-20-15 03-3695-7288

伊藤メディカルクリニック 東京都葛飾区堀切4-57-5 03-3602-4205

医療法人社団　穂光会　いなば内科クリニック 東京都葛飾区亀有3-36-2-204 03-5680-8005

医療法人社団　祥孝会　猪口医院 東京都葛飾区柴又4-6-14 03-5693-1511

医療法人社団　千仁会　岩崎内科医院 東京都葛飾区立石4-30-12 03-3693-6930

医療法人社団　双泉会　いずみホームケアクリニック 東京都葛飾区青戸5-30-4 03-3603-1717

医療法人社団光靖会　井口腎泌尿器科 東京都葛飾区亀有3-7-7-3F-3 03-3638-8721

医療法人社団光靖会　井口腎泌尿器科・内科　新小岩 東京都葛飾区新小岩1-49-10　
5・6・7階 03-6231-5931

金町内科クリニック 東京都葛飾区金町6-2-1-214 03-5876-9416

医療法人社団　松緑会　永寿堂医院 東京都葛飾区亀有3-43-5 03-3604-2101

えがおホームクリニック 東京都葛飾区柴又5-33-2-401 03-6657-8663

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院高砂分院 東京都葛飾区西水元4-5-1 03-3607-4060

医療法人社団　優青会　海老原医院 東京都葛飾区柴又6-20-7 03-3657-2965

医療法人社団　順啓会　遠藤医院 東京都葛飾区柴又3-12-18 03-3607-1636

医療法人社団　明憲会　えびさわ内科クリニック 東京都葛飾区青戸4-14-12　　1F 03-6662-6588

医療法人社団　博雅会　大江医院 東京都葛飾区東堀切2-5-15 03-3602-2096

医療法人社団　弘潤会　大竹胃腸科内科クリニック 東京都葛飾区南水元4-13-1 03-3608-5663

大貫内科クリニック 東京都葛飾区西亀有3-27-17 03-5680-8056

医療法人社団　豪健会　おおむら内科・循環器クリニック 東京都葛飾区東金町1-20-15　1F 03-5648-2552

医療法人社団　山寿会　大山クリニック 東京都葛飾区堀切1-41-9 03-3692-1314

医療法人社団　睦会　おくど内科クリニック 東京都葛飾区奥戸2-16-7-201 03-3691-0910

小澤病院 東京都葛飾区奥戸2-31-3 03-3692-7610

医療法人社団　圭信会　奥野整形外科クリニック 東京都葛飾区奥戸3-22-9 03-3693-5070

医療法人社団　爽風会　おその整形外科 東京都葛飾区お花茶屋1-12-5 03-3690-8288

医療法人社団　藤福会　小沼医院 東京都葛飾区東水元2-10-2 03-3607-4008

お花茶屋駅前クリニック 東京都葛飾区お花茶屋1-19-1　3F 03-5629-2077

OHANAｷｯｽﾞ･ﾌｱﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 東京都葛飾区四つ木1-47-10 03-3693-2222

梶原医院 東京都葛飾区宝町2-23-3 03-3691-1025

医療法人社団　片根会　片根医院 東京都葛飾区立石8-3-4 03-3691-0056

一般社団法人　葛飾区医師会 東京都葛飾区立石5-15-12 03-3691-8536

医療法人社団　さわやか済世　葛飾健診センター 東京都葛飾区立石2-36-9 03-3693-7676
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医療法人社団　福招会　かつしか野村クリニック 東京都葛飾区水元2-13-6 03-3826-5723

社会福祉法人　仁生社　かつしか江戸川病院 東京都葛飾区高砂3-27-13 03-3672-1046

かつしか内科リウマチクリニック 東京都葛飾区立石6-38-8 03-3693-1361

かつしかキュアクリニック 東京都葛飾区白鳥4-10-17　 03-6662-4318

社会医療法人社団　正志会　葛飾リハビリテーション病院 東京都葛飾区亀有2-18-27 03-6231-2020

医療法人社団　黎明会　葛飾南クリニック 東京都葛飾区西新小岩1-3-11　3F 03-5654-2321

医療法人社団　福招会　葛飾在宅ケアクリニック 東京都葛飾区水元2-13-6   2F 03-5660-2811

葛飾にいじゅくクリニック 東京都葛飾区新宿6-2-15 03-3600-7060

医療法人社団　加藤医院 東京都葛飾区金町3-20-5 03-3607-1238

医療法人社団　光慈会　加藤内科クリニック 東京都葛飾区高砂3-11-14-201 03-5668-2161

かが内科クリニック 東京都葛飾区立石1-15-5 03-3693-3266

東京都葛飾医療生活協同組合　金町診療所 東京都葛飾区東金町1-15-5 03-3607-5124

医療法人社団　金町整形外科 東京都葛飾区東金町2-24-3 03-3600-8097

金町成人病クリニック 東京都葛飾区東金町2-13-4 03-3826-6171

医療法人社団　恒明会　金町よしだクリニック 東京都葛飾区東金町1-1-1 03-3609-2655

金町医院 東京都葛飾区金町5-31-13 03-3607-2946

金町駅前脳神経内科 東京都葛飾区金町6-4-3-401 03-5660-5211

医療法人社団　MIG  金町慶友整形外科リウマチ科内科 東京都葛飾区金町6-4-3　2・3階 03-3600-5300

医療法人社団志嵩会　かなまち慈優クリニック 東京都葛飾区東金町1-41-3　2F 03-3609-0133

かまた医院 東京都葛飾区金町3-32-11 03-3607-3641

医療法人社団　泰松会　亀有おおの診療所 東京都葛飾区亀有2-33-8 03-6662-2655

医療法人財団　謙仁会　亀有病院 東京都葛飾区亀有3-36-3 03-3601-0186

医療法人社団　湘南会　亀有みんなのクリニック 東京都葛飾区亀有2-4-8 03-5650-2821

医療法人社団親友会亀有メディカルクリニック 東京都葛飾区亀有3-26-1　　6F 03-6231-2905

亀有クリニック 東京都葛飾区亀有3-14-7 03-3604-6060

医療法人　謙伸会　亀山内科医院 東京都葛飾区堀切5-29-19 03-3602-5223

医療法人社団　拓洋会　カンノ整形外科・内科医院 東京都葛飾区亀有5-20-14 03-3605-5589

医療法人社団　嬉泉会　嬉泉病院 東京都葛飾区東金町1-35-8 03-3600-9001

北野医院 東京都葛飾区柴又6-5-16 03-5693-7796

協立整形 東京都葛飾区白鳥3-13-13 03-3602-5261

医療法人社団　久悠会　久保島医院 東京都葛飾区小菅2-25-10 03-3602-2746

クリニックあおと 東京都葛飾区青戸7-1-34 03-5650-6221

医療法人社団　厚生会　栗原医院 東京都葛飾区新小岩2-21-21 03-5607-1088

医療法人社団　英愛会　黒川クリニック 東京都葛飾区宝町2-34-13-112 03-3694-8675

医療法人社団　啓翔会　黒木整形外科内科クリニック 東京都葛飾区細田3-29-15 03-3697-9611

医療法人社団　甲藍会　甲田医院 東京都葛飾区鎌倉2-11-9 03-3658-0947

医療法人社団　信和会　小島医院 東京都葛飾区青戸5-33-6 03-3604-7777

医療法人財団ﾌｧﾐｰﾕ かつしか心身総合クリニック 東京都葛飾区東金町1-41-1-2F 03-3627-0233

小村井医院 東京都葛飾区新小岩2-11-12 03-5678-5711

小泉胃腸肛門クリニック 東京都葛飾区金町6-4-3-102 03-3627-1300

医療法人道園会（財団）　坂本クリニック 東京都葛飾区西新小岩4-36-11 03-3697-4736

医療法人社団　五十鈴会　坂本病院 東京都葛飾区西新小岩4-39-20 03-3691-2500

医療法人社団　眞洋会　佐久間医院 東京都葛飾区東新小岩1-7-10 03-3694-3811

佐久間レディース＆ファミリアクリニック 東京都葛飾区堀切2-54-16 03-3691-0371

佐藤整形外科医院 東京都葛飾区東金町1-26-5 03-3627-8686

医療法人社団　佐藤内科 東京都葛飾区亀有3-17-9 03-3602-2421

東京都葛飾医療生活協同組合　下千葉診療所 東京都葛飾区堀切7-13-24 03-3602-2254

東京都葛飾医療生活協同組合　篠原診療所 東京都葛飾区四つ木4-15-15 03-3697-0765

医療法人社団　片根会　渋江片根医院 東京都葛飾区東四つ木4-35-18 03-3697-1783

菖蒲園診療所 東京都葛飾区堀切3-12-16 03-3691-0346

医療法人社団　慶昭会　白井医院 東京都葛飾区新小岩1-37-11 03-3653-5774
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医療法人社団　白鳥会　白鳥診療所 東京都葛飾区白鳥3-5-8 03-3601-7181

医療法人社団　明芳会　新葛飾ロイヤルクリニック 東京都葛飾区堀切2-66-17 03-3697-8333

医療法人社団　城東桐和会新小岩駅前総合クリニック 東京都葛飾区新小岩2-1-1   3F 03-5678-5616

新小岩北口診療所 東京都葛飾区西新小岩1-8-4 03-5670-2826

医療法人社団　近良会　新小岩内科診療所 東京都葛飾区新小岩1-51-2-101 03-5607-2489

医療法人社団　昭正会　新柴又駅前クリニック 東京都葛飾区鎌倉3-28-13 03-5612-4600

新高砂クリニック 東京都葛飾区高砂5-33-3 03-3609-6800

医療法人社団　賢心会　鈴木医院 東京都葛飾区柴又5-12-29 1F 03-5612-7100

鈴木内科・糖尿病クリニック 東京都葛飾区西新小岩1-2-8
第1鈴亀ビル4階 03-3694-1071

医療法人社団　萃容会　聖心醫院 東京都葛飾区東金町2-19-5 03-3607-3926

医療法人社団　光仁会　第一病院 東京都葛飾区東金町4-2-10 03-3607-0007

医療法人社団　裕栄会　高砂診療所 東京都葛飾区高砂3-6-9-101 03-3659-3107

高砂駅前消化器内科・外科クリニック 東京都葛飾区高砂2-40-5- 101 03-3657-0123

医療法人社団　一典会　たしろ整形外科 東京都葛飾区東金町2-4-18 03-5660-7611

医療法人社団　仁謙会　立石医院 東京都葛飾区立石7-24-4 03-3691-0251

医療法人社団おもいやりステーション立石中央クリニック 東京都葛飾区立石7-3-4　1F 03-5672-2225

医療法人社団まなぶ会　たなかがく内科クリニック 東京都葛飾区東新小岩6-2-4 03-3696-3333

高橋内科クリニック 東京都葛飾区立石8-1-2-202 03-6657-7081

医療法人社団　孔明会　茅野外科内科 東京都葛飾区西亀有2-37-3 03-3602-0357

巷岡クリニック 東京都葛飾区亀有3-13-3 03-3602-2751

医療法人社団　呉恵会　土屋クリニック 東京都葛飾区高砂8-25-1 03-3607-2203

ツルヤ外科内科クリニック 東京都葛飾区亀有3-18-1　2F 03-5876-6722

医療法人財団　葛飾厚生会　東立病院 東京都葛飾区立石6-38-13 03-3693-1515

遠武内科小児科医院 東京都葛飾区立石6-34-12 03-3693-8821

徳友クリニック 東京都葛飾区新小岩2-8-3 03-3655-5868

医療法人社団　山水会　富田医院 東京都葛飾区奥戸5-1-18 03-3692-3026

中沢内科胃腸科医院 東京都葛飾区金町6-9-2 03-3608-4976

中路医院 東京都葛飾区青戸7-18-2 03-3602-5550

中村内科 東京都葛飾区青戸3-39-15 03-3603-5501

医療法人社団　正友飛翔会　なかむらケアクリニック 東京都葛飾区立石1-16-3　1Ｆ 03-3697-6789

南郷外科・整形外科医院 東京都葛飾区堀切3-17-13 03-3691-1613

新宿診療所 東京都葛飾区柴又1-37-5 03-3607-2850

新宿消費生活協同組合　にいじゅく組合診療所 東京都葛飾区新宿2-25-6 03-3607-2583

医療法人社団　博静会　西巻医院 東京都葛飾区青戸5-30-10 03-3602-1473

野川クリニック 東京都葛飾区東金町1-21-1 03-3608-7720

野崎内科医院 東京都葛飾区鎌倉2-2-7 03-3673-7171

晴山クリニック 東京都葛飾区立石7-5-7 03-5671-1355

医療法人社団　いつき会　ハートクリニック 東京都葛飾区小菅4-14-5-1F 03-3602-1810

医療法人社団いるか会　ばんどうクリニック堀切菖蒲園駅前 東京都葛飾区堀切3-7-5-1F 03-6662-8255

医療法人社団　智成会　東金町内科クリニック 東京都葛飾区東金町7-5-8　1F 03-5648-5715

医療法人清進会　東立石内科クリニック 東京都葛飾区東立石1-1-8-1F 03-3696-1177

福岡クリニック 東京都葛飾区西新小岩1-8-4 3F
 301 03-6657-6699

平木こどもクリニック 東京都葛飾区東四つ木1-20-2 03-5671-0577

平野整形外科内科医院 東京都葛飾区立石4-27-10 03-3693-5440

医療法人社団　直和会　平成立石病院 東京都葛飾区立石5-1-9 03-3692-2121

医療法人社団　白圭会　ほしの内科クリニック 東京都葛飾区東堀切3-19-8 03-5629-9855

医療法人社団　細田診療所 東京都葛飾区細田3-9-43 03-3657-3430

医療法人財団　慈光会　堀切中央病院 東京都葛飾区堀切7-4-4 03-3602-3135

医療法人財団　杏仁会　松岡胃腸クリニック 東京都葛飾区亀有3-32-16 03-3603-4111

医療法人財団　慈清会　的場医院 東京都葛飾区金町6-13-9 03-3607-0517

医療法人社団　妙仁会　三尾医院 東京都葛飾区東金町3-16-12 03-3607-2917
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医療法人社団　彩悦会　水元医院 東京都葛飾区水元4-22-6 03-3607-4749

医療法人財団　ひこばえ会　水元セツルメント診療所 東京都葛飾区水元3-22-21 2F 03-3826-5015

医療法人社団　博水会　水井クリニック 東京都葛飾区南水元1-18-10 03-5876-6262

医療法人社団　直心会　宮沢医院 東京都葛飾区堀切2-13-9 03-3697-4163

医療法人社団　啓心会　安田クリニック 東京都葛飾区東立石4-45-16　1F 03-3695-0754

やたクリニック 東京都葛飾区新小岩1-18-6 03-5661-1505

医療法人社団　十全会　矢作クリニック 東京都葛飾区新宿2-2-14 03-3607-2516

山口医院 東京都葛飾区柴又4-16-2 03-3657-3601

山口クリニック 東京都葛飾区お花茶屋1-3-4 03-3601-0128

ゆい内科クリニック 東京都葛飾区亀有5-28-11-202 03-5875-3153

医療法人社団　麗和会　ゆりあファミリークリニック 東京都葛飾区亀有3-27-27-1F 03-3601-3131

医療法人社団　吉川内科医院 東京都葛飾区白鳥3-31-2-101 03-3602-8723

吉崎医院 東京都葛飾区金町2-9-14 03-3607-3870

医療法人　一丸堂（社団）　吉田機司クリニック 東京都葛飾区鎌倉4-17-5 03-3659-2245

医療法人財団　健和会　四ツ木診療所 東京都葛飾区東四つ木4-45-16 03-3694-1661

医療法人社団　高志会　よつぎ整形外科内科 東京都葛飾区四つ木1-47-12　 03-5698-7715

医療法人社団　淳友会　わたクリニック 東京都葛飾区柴又1-2-1　 03-5648-7025

医療法人社団　常磐会　渡辺昭医院 東京都葛飾区新小岩2-19-15-1F 03-3651-6500

奥戸つのだクリニック 東京都葛飾区奥戸3-22-9　2階201 03-5672-0810

医療法人社団　靱生会　内科メディカルプラザ 東京都葛飾区西新小岩1-3-10　1階 03-5875-6485

かつしか聖クリニック 東京都葛飾区お花茶屋1-15-5　グレースヒルお花茶屋1階 03-6662-5868

亀有内科・呼吸器クリニック 東京都葛飾区亀有3-37-17　メディク関東ビル2階 03-3602-1159

医療法人社団直和会
平成立石ペンギンクリニック 東京都葛飾区立石5-7-3 03-3693-3131

南塚医院 東京都葛飾区東新小岩4-3-3 03-5698-3688

大鳥医院 東京都葛飾区四つ木3-14-13 03-3693-7160

石川内科医院 東京都葛飾区四つ木1-15-14 03-5672-2115

あさみファミリークリニック 東京都葛飾区新宿3-15-2 03-3608-5577

平木クリニック 東京都葛飾区東四つ木3-23-18 03-5672-5663

医療法人社団秀和会
東東京クリニック 東京都葛飾区亀有3-37-17　4・5F 03-6662-4536

加藤内科 東京都江戸川区小松川1-5-2 03-3684-0222

小松川診療所 東京都江戸川区小松川1-5-3-101
ﾒｿﾞﾝﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ3号棟 03-3681-5536

みやクリニック 東京都江戸川区小松川1-5-3-105 03-3681-0050

（医）緑友会　らいおんハートクリニック 東京都江戸川区小松川2-8-1 03-5875-2830

（医）双仁会　一盛病院 東京都江戸川区小松川3-10-1 03-3637-0050

中川医院 東京都江戸川区小松川3-75-3 03-3684-2534

北浦医院 東京都江戸川区平井1-5-7 03-3685-1177

（医）細波会　波多医院 東京都江戸川区平井1-10-12 03-3681-0755

（医）桂医院 東京都江戸川区平井1-17-4 03-3682-3035

（医）東京育明会　親和ハートフルクリニック 東京都江戸川区平井2-15-15
アポロンビル2階 03-3684-7150

（医）城東桐和会　平井駅前総合クリニック 東京都江戸川区平井3-23-18
光井グランドハイツ2F 03-5875-3377

（医）東京ハートサミット　東京心臓不整脈病院 東京都江戸川区平井3-25-17 03-3638-2301

（医）徳久医院 東京都江戸川区平井4-7-16 03-5609-4601

西外科胃腸科クリニック 東京都江戸川区平井4-15-20 03-3682-3756

（医）なかた会　なかた内科循環器科クリニック 東京都江戸川区平井5-14-11
新興ﾋﾞﾙ1F 03-5247-1007

（医）小松クリニック 東京都江戸川区平井5-21-12
ﾍﾞﾙﾓｴｰｽﾋﾞﾙ3F 03-3618-6761

（医）誠江会　田中医院 東京都江戸川区平井6-30-1 03-3612-3352

（医）福仁会　小松川病院 東京都江戸川区中央1-1-15 03-3655-5511

金田クリニック 東京都江戸川区中央2-19-18 03-5662-7101

真銅クリニック 東京都江戸川区中央2-22-27 03-3654-1088

（医）義広会　広見医院 東京都江戸川区中央2-28-18 03-3651-5376

（医）親和会　英診療所 東京都江戸川区中央3-20-10 03-5661-5888
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（医）同愛会病院 東京都江戸川区松島1-42-21 03-3654-3311

杉山医院 東京都江戸川区松島2-28-6 03-3653-2022

矢島クリニック 東京都江戸川区松島3-29-6 03-3651-2983

（医）南葛勤医協　新小岩診療所 東京都江戸川区松島4-27-2 03-3651-2944

（医）水青会　小松川クリニック 東京都江戸川区東小松川1-12-11 03-5607-7051

（医）自靖会　自靖会親水クリニック 東京都江戸川区東小松川2-7-1 03-5661-3872

原医院 東京都江戸川区東小松川2-9-5 03-3651-0021

はぎのクリニック 東京都江戸川区東小松川2-30-8 03-3653-5533

中愛クリニック 東京都江戸川区東小松川3-35-5 03-3653-9875

（医）奉佑会　いとう内科 東京都江戸川区松江2－1－19
ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ3階 03-5663-7111

（医）晃山会　松江病院 東京都江戸川区松江2-6-15 03-3652-3121

同潤会医院 東京都江戸川区松江2-15-11 03-3653-5511

鈴木医院 東京都江戸川区松江2-32-1 03-3651-5258

（医）津端会　京葉病院 東京都江戸川区松江2-43-12 03-3654-8211

ほさか内科医院 東京都江戸川区松江3-11-8 03-3651-5575

鈴木クリニック 東京都江戸川区松江3-15-4 03-3652-1225

太田医院 東京都江戸川区松江3-19-17 03-3656-1450

（医）博伸会　きむらクリニック 東京都江戸川区西一之江3-12-19 03-3674-6600

西一之江クリニック 東京都江戸川区西一之江3-12-34 03-3651-0092

宮本医院 東京都江戸川区西一之江4-1-4 03-3651-6288

いわもと内視鏡内科クリニック 東京都江戸川区一之江3-2-2
一之江Sビル1F 03-5879-5200

（医）南葛勤医協　一之江内科クリニック 東京都江戸川区一之江3-2-35
一之江TIAﾋﾞﾙ 2F 03-3656-6688

（医）康信会　安部診療所 東京都江戸川区一之江4-7-4 03-3652-0234

（医）申孝園診療所 東京都江戸川区一之江6-19-18 03-3652-9860

（医）中村医院 東京都江戸川区一之江7-29-8 03-3651-1515

木田医院 東京都江戸川区一之江7-34-5 03-3651-3214

一之江けいゆう整形外科クリニック 東京都江戸川区一之江7－35－22
一富ビル3階 03-6905-9666

辰巳内科消化器科クリニック 東京都江戸川区一之江7－35－22
一富ビル3F 03-5678-5115

（医）東京ハート会　まつかわハートクリニック 東京都江戸川区一之江7-37-17
ﾙﾅｲﾀｳﾝﾙﾈｯｻﾝｽ ﾊｲﾗｲｽﾞｱﾈｯｸｽ１F 03-5661-0810

むらかみクリニック 東京都江戸川区一之江7-38-8
ｲﾙﾆｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｱﾚｲ２F 03-5678-7377

（医）慶智会　なかぞのクリニック 東京都江戸川区一之江7-49-5
IMSクレイドル1階 03-5661-9855

一之江ファミリークリニック 東京都江戸川区一之江8-13-9
FRONT4-2 03-5879-3883

一之江駅前クリニック 東京都江戸川区一之江8-15-17
ｸﾘｱｳｴｽﾄ 2F 03-5661-5150

千葉クリニック 東京都江戸川区一之江8-19-6 03-3651-8833

（医）げんき会　げんきらいふクリニック 東京都江戸川区西瑞江4-1-3 03-5662-5850

（医）みなづき会　春江町クリニック 東京都江戸川区春江町2-48-14 03-5243-8793

（医）三志会　つちだクリニック 東京都江戸川区江戸川1-51-7 ｸﾘｱﾒｿﾞﾝ１階 03-5664-1556

下鎌田診療所 東京都江戸川区江戸川1-29-1 03-3677-3321

（医）佐々木胃腸科内科医院 東京都江戸川区江戸川3-35-3 03-3679-0188

（医）田村医院 東京都江戸川区江戸川3-39-26 03-3679-0576

（医）木かげ会　わたなべ医院 東京都江戸川区江戸川4-22-4 03-3656-3232

三角診療所 東京都江戸川区江戸川6-22-24 03-3680-0744

平嶋胃腸科眼科 東京都江戸川区東瑞江1-26-13
坂田瑞江第２ビル2Ｆ 03-3698-1241

（医）順修会　谷口内科 東京都江戸川区東瑞江1-27-6
小島ビル2Ｆ 03-3676-5757

（医）総風会　江戸川共済病院附属東瑞江医院 東京都江戸川区東瑞江1-38-2 03-5666-3001

（医）寿奈実会　井手医院 東京都江戸川区東瑞江2-11-2 03-3679-5959

瑞江クリニック 東京都江戸川区西瑞江3-6-95 03-5243-3666

小川クリニック 東京都江戸川区瑞江1-3-13 03-3679-3020

安田医院 東京都江戸川区瑞江1-43-12 03-5666-7038

（医）向陽会　瑞江ひだまり整形外科・循環器内科 東京都江戸川区瑞江2-3-1
瑞江駅前ﾋﾞﾙ2F 03-3676-5811

（医）山紫会　とおるクリニック 東京都江戸川区瑞江2-3-1
瑞江駅前ビル３Ｆ 03-5664-8020
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（医）総愛会　総愛診療所 東京都江戸川区瑞江4-20-17 03-3677-6395

（医）みのる会　船堀駅前整形外科内科 東京都江戸川区船堀2-22-14
NSｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1F 03-5658-8711

（医）昭宋会　船堀駅前こすもす内科医院 東京都江戸川区船堀3-5-7-308 03-5674-8796

（医）博医会　船堀内科クリニック 東京都江戸川区船堀3-7-1
今井ビル３F 03-3869-1773

（医）鳳和会　船堀橋クリニック 東京都江戸川区船堀3-7-22 03-3675-4447

（医）樹亘会　船堀南口サザンパーク内科 東京都江戸川区船堀3-8-1 03-3686-8022

（医）善千会　浅岡医院 東京都江戸川区船堀3-10-7 03-5696-3363

一般社団法人江戸川区医師会　医療検査センター附属診療所 東京都江戸川区船堀4-1-1
ﾀﾜｰﾎｰﾙ船堀6F 03-5676-8811

（医）順禮拓海会　江戸川ホームケアクリニック 東京都江戸川区船堀4-3-6
ﾘﾍﾞｰﾙ船堀6F 03-5667-6221

奥澤医院 東京都江戸川区船堀4-10-7 03-3877-5210

（医）葛西中央病院 東京都江戸川区船堀7-10-3 03-3680-8121

（医）青木クリニック 東京都江戸川区宇喜田町1039-1
ｴｸｾﾗｰｼﾞｭ船堀102号 03-5878-3063

（医）森山医会　森山記念病院 東京都江戸川区北葛西4-3-1 03-5679-1211

（医）佐藤医院 東京都江戸川区中葛西1-4-16 03-3688-7460

（医）家宏会　沢医院 東京都江戸川区中葛西1-31-53 03-3680-8765

（医）清正会　飯塚内科医院 東京都江戸川区中葛西3-16-6 03-3688-0395

（医）祐光会　弘邦医院 東京都江戸川区中葛西3-37-18
笈川ﾋﾞﾙ3F 03-3686-8651

（医）矢島循環器・内科 東京都江戸川区中葛西5-38-10 03-5667-2525

（医）順公会　佐藤整形外科 東京都江戸川区中葛西5-41-16 03-5658-5711

（医）フレシェア　まつおクリニック 東京都江戸川区東葛西2-9-10
ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ3F 03-5667-4181

辻医院 東京都江戸川区東葛西3-3-6 03-3680-2029

（医）照仁会　森内科クリニック 東京都江戸川区東葛西4-7-6 03-3869-3411

（医）ギブネス　葛西よこやま内科・呼吸器内科クリニック 東京都江戸川区東葛西5-1-2
第二吉田ビル3F 03-3877-1159

（医）希和会　葛西内科クリニック 東京都江戸川区東葛西5-1-4
ｼﾉﾊﾗﾋﾞﾙ3F 03-3687-5755

いがらし内科医院 東京都江戸川区東葛西5-46-11 03-3680-9771

柴山泌尿器科・内科クリニック 東京都江戸川区東葛西6-1-17
第6カネ長ビル 2F 03-5675-7223

（医）慶生会　慶生会クリニック 東京都江戸川区東葛西6-2-7
新店ビル３F 03-3689-7323

（医）由寿会　おかはら胃腸クリニック 東京都江戸川区東葛西6-1-17第6カネ長ビル102 03-5659-2155

山下クリニック 東京都江戸川区東葛西6-7-20
原田商会ビル1Ｆ 03-3878-5883

（医）安藤内科医院 東京都江戸川区東葛西6-15-16 03-3689-7309

江戸川クリニック 東京都江戸川区西葛西3-8-3 03-3687-8933

西葛西駅前家族のクリニック 東京都江戸川区西葛西3-15-13
第一江の本ﾋﾞﾙ3F 03-5679-7851

（医）桐司会　おがはら循環器・内科 東京都江戸川区西葛西3-15-5-1F 03-3680-2525

えんどう医院 東京都江戸川区西葛西3-19-5 03-3675-0330

（医）西葛西クリニック 東京都江戸川区西葛西4-2-75 03-3686-5555

（医）昭扇会　扇内整形外科 東京都江戸川区西葛西5-4-6-102 03-5658-1501

尾花循環器クリニック 東京都江戸川区西葛西5-4-12 03-5878-0878

（医）平和会　西葛西南口整形外科・リウマチ科 東京都江戸川区西葛西6-6-12
ｼﾃｨﾏﾝｼｮﾝ西葛西 1F 03-5675-3191

（医）淳風会渡内科・胃腸科 東京都江戸川区西葛西6-9-12
第三吉野ﾋﾞﾙ２F 03-5667-1653

（医）博清会中鉢内科・呼吸器内科クリニック 東京都江戸川区西葛西6-13-7
第7山秀ビル３Ｆ 03-3687-1161

（医）ＧＤＣ　山下内科／糖尿病クリニック 東京都江戸川区西葛西6-15-3-4F 03-5679-8282

宮澤クリニック 東京都江戸川区西葛西6-18-3
KIRAKUⅡA棟１階 03-3878-0826

西葛西メディカルクリニック 東京都江戸川区西葛西6-18-3 03-3686-3637

（医）快晴　かとう内科クリニック 東京都江戸川区西葛西6-24-7 03-5679-2317

（医）鈴医会　菅谷クリニック 東京都江戸川区西葛西7-10-16 03-3688-3678

（医）森山医会　森山脳神経センター病院 東京都江戸川区西葛西7-12-7 03-3675-1211

（医）綜友会　第二臨海クリニック 東京都江戸川区西葛西7-28-8 03-5658-3558

酒井内科・神経内科クリニック 東京都江戸川区西葛西6-15-20
ｱｲﾋﾞｰﾊｲﾂ204号 03-6808-2807

（医）南葛勤医協　葛西みなみ診療所 東京都江戸川区南葛西2-12-1
かさい保健医療福祉ﾋﾞﾙ 2階 03-5679-7144

村澤医院 東京都江戸川区南葛西3-19-13 03-3675-3682

吉利医院 東京都江戸川区南葛西3-24-12
ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ英ﾋﾞﾙ1F 03-3675-2771
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（医）なぎさ診療所 東京都江戸川区南葛西7-2-2-201 03-3675-2801

たべ内科クリニック 東京都江戸川区北葛西1-3-25 03-6456-0862

（医）ナイズ　キャップスクリニック北葛西 東京都江戸川区北葛西5-15-2 03-4579-0040

清新南クリニック 東京都江戸川区清新町1-1-6-101 03-3877-8665

清新北診療所 東京都江戸川区清新町1-4-1-106 03-3878-3001

（医）西清会　清新外科クリニック 東京都江戸川区清新町1-4-5-103 03-3675-4707

（福）仁生社　江戸川病院 東京都江戸川区東小岩2-24-18 03-3673-1221

恵仁堂医院 東京都江戸川区東小岩4-10-5 03-3657-4416

（医）晃勲会　白石医院 東京都江戸川区東小岩4-33-16 03-3657-4501

（医）弘仁会　片倉クリニック 東京都江戸川区東小岩5-19-12 03-3658-0221

佐藤医院 東京都江戸川区東小岩5-20-12 03-3657-1414

（医）杏泉会　塚本医院 東京都江戸川区東小岩5-32-10 03-3657-0864

（医）玉城医院 東京都江戸川区東小岩6-1-3 03-3657-1011

（医）優祉会　小岩医院 東京都江戸川区東小岩6-21-5 03-3657-1378

（医）慈陽会　福田医院 東京都江戸川区西小岩1-6-14 03-3672-7311

（医）つむぎ会　守島医院 東京都江戸川区西小岩1-16-6 03-3671-3711

（医）望星会　小岩駅前診療所 東京都江戸川区西小岩1-30-4 03-3657-6395

（医）ゆい　トータルケアクリニック 東京都江戸川区西小岩1-25-15
ｻｼﾊﾞﾋﾞﾙ1F 03-5612-5188

篠﨑医院 東京都江戸川区西小岩1-27-6 03-3657-6379

（医）燦明会　大木クリニック 東京都江戸川区西小岩1-28-18-102 03-5693-0600

西小岩内科医院 東京都江戸川区西小岩3-5-3 03-3658-3782

長山医院 東京都江戸川区西小岩3-21-11 03-3657-8789

藤医院 東京都江戸川区西小岩3-28-14 03-3672-9333

（医）一翠会　みながわクリニック 東京都江戸川区西小岩4-9-5 03-5612-2151

（医）海風会　西小岩ファミリークリニック 東京都江戸川区西小岩4-10-13 03-5612-1241

（医）生生会　生生医院 東京都江戸川区西小岩5-10-22 03-3657-6151

こいわ内科眼科 東京都江戸川区南小岩2-13-13 03-5876-7803

玉置医院 東京都江戸川区南小岩3-8-1 03-3657-0266

徳永医院 東京都江戸川区南小岩3-10-10 03-3657-4652

（医）広洋会　ほしの小児科クリニック 東京都江戸川区南小岩3-28-1 03-5612-2205

渡辺クリニック 東京都江戸川区南小岩5-20-15 03-3657-6284

養命閣医院 東京都江戸川区南小岩6-18-5 03-3673-5333

遠藤内科医院 東京都江戸川区南小岩6-30-8 03-3650-7041

（医）愛児会　南小岩クリニック 東京都江戸川区南小岩7-5-18 03-3657-2982

（医）天辰会　やまと整形外科 東京都江戸川区南小岩7-22-1
ｱﾙﾌｧｸﾞﾗﾝﾃﾞ小岩ｽｶｲﾌｧｰｽﾄ2Ｆ 03-6801-7424

江戸川中央医院 東京都江戸川区南小岩7-35-2 03-3657-3669

三浦内科医院 東京都江戸川区南小岩7-26-15
高地 ﾋﾞﾙ2Ｆ 03-5668-3641

（医）宮下医院 東京都江戸川区南小岩7-28-15 03-3659-0715

（医）笹川胃腸内科・石川歯科 東京都江戸川区南小岩8-14-1 03-3672-3150

（医）泰正会　成光堂クリニック 東京都江戸川区北小岩2-7-6 03-3657-6576

皆川内科小児科 東京都江戸川区北小岩2-9-12 03-3671-0030

京成小岩すまいるクリニック 東京都江戸川区北小岩2-7-4
LANAI PLAZA FIRST STAGE 1F B区 03-6801-7821

熱田内科医院 東京都江戸川区北小岩3-24-13 03-3659-5266

（医）茜遥会　目々澤醫院 東京都江戸川区北小岩4-5-8 03-3657-5470

（医）あさかぜ会　北小岩胃腸科クリニック 東京都江戸川区北小岩4-8-3 03-3672-2865

（医）恵宏会　小岩診療所 東京都江戸川区北小岩6-8-13 03-3673-2857

（医）黄耆会　京谷医院 東京都江戸川区北小岩6-17-7 03-3671-8103

（医）同仁内科医院 東京都江戸川区北小岩6-39-3 03-3657-0080

（医）翼衛会　速水医院 東京都江戸川区北小岩6-47-6 03-3672-6759

（医）孝仁会　小暮医院 東京都江戸川区興宮町16-13 03-3653-5347

（医）豊弘会　きうち内科クリニック 東京都江戸川区本一色3-39-2 03-3655-0600
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（医）和高会　佐々木内科小児科クリニック 東京都江戸川区松本1-11-3 03-3653-0850

江戸川メディケア病院 東京都江戸川区東松本2-14-12 03-3657-1181

みんなの内科クリニック東松本 東京都江戸川区東松本1-14-6 03-5876-8215

（医）三和会　菊地外科胃腸科 東京都江戸川区鹿骨3-18-7 03-3679-9799

東京東病院 東京都江戸川区鹿骨3-20-3 03-5636-3030

（医）森羅会　若葉みらいクリニック 東京都江戸川区鹿骨4-15-17 03-5879-7700

伊谷医院 東京都江戸川区鹿骨5-11-1 03-3679-3992

にいほりクリニック 東京都江戸川区新堀1-38-11
ｱﾐｯｸｽ新堀ｽｸｴｱ 03-5243-4141

（医）香雪会　香雪医院 東京都江戸川区篠崎町2-1-1 03-5664-0777

（医）桐和会　篠崎駅前クリニック 東京都江戸川区篠崎町2-7-1
ｲｰｽﾄﾊｲﾑ篠崎1Ｆ 03-5666-1331

一志胃腸科クリニック 東京都江戸川区篠崎町2-15-21 03-3670-0221

高野医院 東京都江戸川区篠崎町4-12-12 03-3670-7550

渡辺内科クリニック 東京都江戸川区篠崎町7-3-1 03-5243-1871

（医）敬勝会　神保消化器内科医院 東京都江戸川区篠崎町7-19-4 03-3678-3652

（医）昌葉会　北篠崎クリニック 東京都江戸川区北篠崎2-4-3 03-3698-7225

（医）総風会　江戸川共済病院 東京都江戸川区南篠崎町1-2-16 03-3679-5211

（医）信康会　入江医院 東京都江戸川区南篠崎町1-6-4 03-3676-2433

三原内科循環器科クリニック 東京都江戸川区南篠崎町1-19-９ 03-5243-7781

（医）美友梨会　福田クリニック 東京都江戸川区南篠崎町2-38-13 03-3679-2011

（医）昭正会　瑞江脳神経外科医院 東京都江戸川区南篠崎町3-24-2 03-3670-2112

（医）愛優会　西葛西三丁目診療所 東京都江戸川区西葛西3-11-8 03-3869-1465

（医）城東桐和会　東小岩げんきクリニック 東京都江戸川区東小岩4-5-2
神奈川ﾋﾞﾙ2階 03-5612-3702

瑞江診療所 東京都江戸川区西瑞江3-4-6
SDｺｰﾄ105 03-3698-6096

コウクリニック 東京都江戸川区鹿骨1-34-6 03-5666-5929

（医）養成会　篠崎医院 東京都江戸川区篠崎町7-21-8 03-5666-8851

しろひげ在宅診療所 東京都江戸川区南篠崎町2-11-2 03-5666-4675

（医）北水会　みずえクリニック 東京都江戸川区南篠崎町3-8-15 03-5243-1782

（医）新穂会　京成小岩駅前クリニック 東京都江戸川区北小岩6-15-4 03-5694-2031

（医）俊爽会　仁愛堂クリニック 東京都江戸川区平井6-15-14 03-3613-5548

青木内科医院 東京都八王子市旭町9-1
八王子スクエアビル10F 042-642-0045

医療法人社団八誠会　赤上消化器内科医院 東京都八王子市平岡町6-1 042-622-0403

医療法人社団幸信会　秋山内科医院 東京都八王子市子安町1-32-7 042-643-0212

医療法人社団由和会　あさみ内科クリニック 東京都八王子市中野上町5-5-3 042-625-6661

医療法人社団文誠会　安藤外科内科クリニック 東京都八王子市小門町18 042-622-4561

石井循環器内科クリニック 東京都八王子市散田町5-1-1
ﾏﾝｼｮﾝﾚﾌｨｰﾙ1F 042-668-1577

医療法人社団太陽会　いしづか内科クリニック 東京都八王子市散田町3-13-6 042-668-0841

いずみクリニック 東京都八王子市子安町1-11-9 042-649-4032

市川内科クリニック 東京都八王子市南町3-5
シュゼル八王子1Ｆ 042-620-2272

医療法人社団松涛会　伊藤内科クリニック 東京都八王子市明神町4-2-7-102 042-644-2770

医療法人社団隆雅会　伊藤内科消化器医院 東京都八王子市大和田町4-15-14 042-642-6734

井脇医院 東京都八王子市椚田町1214
めじろ台ハイム 042-663-2049

岩田医院 東京都八王子市片倉町446-17 042-635-1482

岩本脳神経クリニック 東京都八王子市打越町1197-1
ステップコートはけしたビルＦ棟4Ｆ 042-632-5585

医療法人社団優湧会おがたクリニック 東京都八王子市西寺方町624-1 042-651-3714

医療法人社団宣眞会　宇津木台クリニック 東京都八王子市久保山町2-43-3 042-691-4880

医療法人社団永生会　永生クリニック 東京都八王子市椚田町588-17 042-661-7780

医療法人社団せいこう会　エヌ・エスクリニック 東京都八王子市明神町2-26-9
ＭＺビル4Ｆ 042-648-5880

大井内科クリニック 東京都八王子市横山町7-5
スペ－スワン5Ｆ Ａ 042-649-3195

医療法人社団昭啓会　大熊内科クリニック 東京都八王子市千人町2-19-15
長塚ビル3F 042-667-3488

大島医院 東京都八王子市子安町3-5-9 042-642-1932

おおしま内科医院 東京都八王子市子安町4-15-14 1Ｆ 042-620-7755
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太田医院 東京都八王子市石川町2074 042-642-6938

医療法人社団　岡島医院 東京都八王子市下柚木671 042-676-8026

岡田内科ペインクリニック 東京都八王子市宇津木町764-9
メディカルフラット宇津木1F 042-696-6441

岡部クリニック 東京都八王子市万町123-5 042-622-3439

医療法人永寿会　恩方病院 東京都八王子市西寺方町105 042-651-3411

医療法人社団　大山整形外科診療所 東京都八王子市大和田町3-8-7 042-645-5553

おおぬき内科クリニック 東京都八王子市堀之内2-6-5 042-678-2771

医療法人社団　かけい医院 東京都八王子市台町3-17-5 042-622-4093

鹿島クリニック 東京都八王子市鹿島5 042-676-0776

医療法人社団みのり会　加地医院 東京都八王子市大楽寺町137 042-651-5341

医療法人社団三真会　勝田医院 東京都八王子市楢原町556-1 042-625-2727

金井内科医院 東京都八王子市東浅川町336-5 042-663-1677

医療法人社団主正会　かわさきクリニック 東京都八王子市下恩方町1141-1 042-650-6655

北野小児科 東京都八王子市北野町545-3
北野タウンビル6F 042-645-8715

菊地外科医院 東京都八王子市東浅川町528-1 042-661-7161

北野台内科クリニック 東京都八王子市北野台1-17-17 042-683-3236

医療法人社団青雲会　北野台病院 東京都八王子市打越町1068 042-637-1001

北野内科クリニック 東京都八王子市北野町562-4 042-643-1555

絹ヶ丘整形外科・内科診療所 東京都八王子市絹ヶ丘2-5-30 042-637-0077

日下クリニック 東京都八王子市横川町108-35 042-626-0550

医療法人社団功仁会　くぬぎだクリニック 東京都八王子市椚田町554-10 042-669-3561

医療法人社団ジーザス　熊沢内科クリニック 東京都八王子市松木31-18 042-670-3331

医療法人社団愛香会　倉田医院 東京都八王子市千人町3-17-20 042-661-7915

医療法人社団永生会　クリニック０（ゼロ） 東京都八王子市寺田町490 042-666-1556

医療法人社団イロハ会　クリニック田島 東京都八王子市元八王子町3-2263-5 042-666-6080

京王八王子駅前診療所 東京都八王子市明神町4-7-1
京王駅前ビル5F 042-645-8228

医療法人社団信隆会　京王八王子クリニック 東京都八王子市明神町4-7-14
八王子ONビル2F 042-645-7878

京王八王子山川クリニック 東京都八王子市明神町3-21-1 042-660-7887

八王子保健生活共同組合はちせい　健友クリニック 東京都八王子市叶谷町890-5 042-622-3662

医療法人社団　小林内科クリニック 東京都八王子市七国4-9-10 042-686-0067

小磯クリニック 東京都八王子市堀之内3-4-12
メゾン・セレナイト1F 042-674-8088

医療法人社団朋樹会　御殿山クリニック 東京都八王子市鑓水428-160 042-677-1500

小松整形外科 東京都八王子市大和田町5-30-28 042-642-4017

近藤内科医院 東京都八王子市長房町1562-30 042-661-6035

医療法人社団　小宮メディカルクリニック 東京都八王子市小宮町1165-2
東亜第3ビル1F 042-639-0666

斎藤医院 東京都八王子市鹿島945-89 042-676-1963

酒井内科医院 東京都八王子市千人町2-7-8 042-661-2539

医療法人社団俊鈴会　坂本クリニック 東京都八王子市日吉町4-20 042-622-2601

ささき医院 東京都八王子市大塚496 042-676-6655

医療法人社団積心会　澤渡循環器クリニック 東京都八王子市打越町1197-1
ステップコートはけしたビル1F 042-632-0255

医療法人社団善智会　澤田内科クリニック 東京都八王子市東浅川町519-3 042-669-5606

社会医療法人社団愛有会　三愛クリニック 東京都八王子市宮下町377 042-691-4111

椎名内科 東京都八王子市本町9-8
ベラージュ八王子1F 042-628-4170

白鳥内科医院 東京都八王子市高尾町1580 042-662-3220

八王子保健生活協同組合　城山病院 東京都八王子市元八王子町3-2872-1 042-665-2611

医療法人社団斗南堂　八王子クリニック新町 東京都八王子市新町7-10
シルバーヒルズ八王子1F・2F 042-643-1321

しんや内科 東京都八王子市千人町4-13-2 042-673-3033

一般財団法人　仁和会総合病院 東京都八王子市明神町4-8-1 042-644-3711

杉山医院 東京都八王子市片倉町709-9
駅前FLAT1F 042-635-0707

医療法人社団慈聖会　鈴木診療所 東京都八王子市子安町2-10-14 042-642-3923

医療法人社団清智会　清智会記念病院 東京都八王子市子安町3-24-15 042-624-5111
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社会福祉法人東京玉葉会指定介護老人福祉施設青陽園 東京都八王子市川口町1543 042-654-5332

医療法人財団敬寿会　相武病院 東京都八王子市戸吹町323-1 042-691-7788

大生医院 東京都八王子市万町82-1 042-622-4769

医療法人社団八九十会　高月整形外科病院 東京都八王子市高月町360 042-692-1115

医療法人社団宏誠会　髙山外科眼科医院 東京都八王子市大楽寺町496 042-625-0148

医療法人社団久保山会　田島医院 東京都八王子市久保山町2-43-2 042-691-7550

医療法人社団　たじま整形外科クリニック 東京都八王子市中野山王1-19-11 042-626-4000

館ヶ丘クリニック 東京都八王子市館町1097
館ケ丘団地2-9 042-662-9999

田中医院 東京都八王子市椚田町249-1 042-665-0221

田中内科医院 東京都八王子市明神町2-11-1 042-645-6144

てんじん内科外科クリニック 東京都八王子市小比企町480-1
サニーヒルいそまビル1階 042-632-8751

東郷クリニック 東京都八王子市南大沢2-27
フレスコ南大沢4F 042-670-7727

医療法人社団同友会　八王子診療所 東京都八王子市上川町1620 042-654-7872

医療法人社団敏誠会　敏久内科クリニック 東京都八王子市暁町2-4-9 042-624-3535

鳥羽クリニック 東京都八王子市みつい台1-18-1 042-691-1044

遠山内科・循環器クリニック 東京都八王子市みなみ野2-16-3
モンパルテ1F 042-632-8033

中村内科医院 東京都八王子市諏訪町73-2 042-686-2045

医療法人社団　おがわクリニック 東京都八王子市堀之内3-35-13
谷合ビル2F 042-670-3391

医療法人社団岳　内科・循環器内科クリニック高田 東京都八王子市別所2-2-1　1Ｆ 042-670-2039

医療法人社団ニューロアソシエイツ　長池脳神経内科 東京都八王子市別所1-75-3 042-678-7360

医療法人社団七星会　中野団地診療所 東京都八王子市中野山王2-28-9 042-623-5488

医療法人社団愛友会　中濵クリニック 東京都八王子市鑓水2-175-9 042-676-1234

長浜内科医院 東京都八王子市台町4-44-10
西八平沼ビル2F 042-667-8651

医療法人財団共立医療会　ながふさ共立診療所 東京都八王子市長房町1462-5 042-664-1005

医療法人社団東慈会　中村医院 東京都八王子市めじろ台1-18-4 042-661-5191

中村クリニック 東京都八王子市打越町344-4 042-648-8848

医療法人社団瑞翔会　西てらかた医院 東京都八王子市西寺方町383-1 042-650-5055

医療法人社団恵優会　弐番街メディカルクリニック 東京都八王子市上柚木3-6-1 042-670-7288

沼沢医院 東京都八王子市子安町4-20-9 042-622-2369

医療法人社団悠仁会　八王子循環器クリニック 東京都八王子市万町175-1 042-620-3580

医療法人社団仁正会　はざま中山クリニック 東京都八王子市東浅川町709-1
新都市はざまビル1F 042-668-3500

医療法人社団心施会　八王子東町クリニック 東京都八王子市東町7-6
ダヴィンチ八王子7F・8F 042-646-6996

医療法人財団共立医療会　八王子共立診療所 東京都八王子市東町2-3 042-639-7621

医療法人社団東光会　八王子山王病院 東京都八王子市中野山王2-15-16 042-626-1144

医療法人社団　八王子中央診療所 東京都八王子市八幡町5-11 042-626-5591

医療法人社団　服部クリニック 東京都八王子市別所1-15-18 042-675-0032

医療法人社団　原田クリニック 東京都八王子市中野上町4-11-8 042-622-9297

原内科医院 東京都八王子市台町2-22-7
第2ミネセイビル102 042-625-7133

医療法人社団医汪会　東中野診療所 東京都八王子市東中野76-2 042-674-1660

医療法人社団三楽会　ひめのクリニック 東京都八王子市堀之内2-10-29
日高クリニックビル2F 042-675-9995

医療法人社団光生会　平川病院 東京都八王子市美山町1076 042-651-3131

医療法人社団純生会　八王子北部病院 東京都八王子市川口町1540-19 042-659-8811

医療法人社団和漢会　福田医院 東京都八王子市大楽寺町426-2 042-626-4664

医療法人社団誠亮会　福原内科クリニック 東京都八王子市八日町4-16 042-623-3238

医療法人社団緑雄会　福圓外科医院 東京都八王子市平岡町1-3 042-622-4061

医療法人社団清泉会　富士森内科クリニック 東京都八王子市台町2-14-20 042-621-0300

医療法人社団志泉会　富士森内科みなみのクリニック 東京都八王子市西片倉3-1-21
第1みなみ野クリニックセンター2Ｆ 042-635-6711

医療法人社団卯月会　古谷医院 東京都八王子市みなみ野1-2-1
アクロスモール八王子みなみ野2Ｆ203-Ｃ 042-632-6866

ふれあいつつじヶ丘診療所 東京都八王子市横川町668-69 042-626-0311

医療法人社団順友会　別所メディカルクリニック 東京都八王子市別所1-26-16 042-682-5437

医療法人社団めぐみ会　南大沢メディカルプラザ 東京都八王子市南大沢2-25
フォレストモール3F 0120-980-826
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医療法人社団健稜会　みなみ野シティクリニック診療所 東京都八王子市みなみ野5-15-1 1F 042-632-5500

医療法人社団厚誠会　孫田クリニック 東京都八王子市旭町6-6
ピオスビル5F 042-627-2086

医療法人社団弘智会　松本消化器科内科クリニック 東京都八王子市散田町3-8-24
茂和ビル3F 042-667-1123

医療法人財団仁光会　真宮病院 東京都八王子市南新町23 042-625-0648

医療法人財団興和会　みぎたクリニック 東京都八王子市本町13-8 0120-222-621

医療法人財団興和会　右田病院 東京都八王子市暁町1-48-18 042-622-5155

水谷医院 東京都八王子市松が谷16 042-676-0038

医療法人社団恵容会　南大沢クリニック 東京都八王子市南大沢5-14-4-1 042-674-7766

医療法人社団永生会　南多摩病院 東京都八王子市散田町3-10-1 042-663-0111

みなみ野外科・整形外科 東京都八王子市西片倉3-1-21
みなみ野クリニックセンター2-1 042-632-5855

医療法人社団豊明会　宮澤内科クリニック 東京都八王子市北野町560-5 042-656-2855

宮武医院 東京都八王子市片倉町1221-26 042-636-8317

めじろ台内科医院 東京都八王子市めじろ台4-12-2 042-663-0688

医療法人社団ＭＮＣ　めじろ台西澤クリニック 東京都八王子市めじろ台3-1-10 042-667-8001

医療法人社団おなか会　おなかクリニック 東京都八王子市旭町12-12 042-644-1127

森原診療所 東京都八王子市初沢町1231-36
京王高尾マンション店舗1F101号 042-661-8190

医療法人社団親和会　野猿峠脳神経外科病院 東京都八王子市下柚木1974-1 042-674-1515

医療法人社団寛信会　山下内科クリニック 東京都八王子市左入町434-1 042-691-1737

山高クリニック 東京都八王子市千人町2-3-10
エクセレント2F 042-669-8288

山田ウイメンズクリニック 東京都八王子市明神町3-25-7
グランデュールマンション1F 042-648-0870

山西クリニック 東京都八王子市長沼町1307-11 042-631-3959

横川内科クリニック 東京都八王子市横川町550-23
横川田口ビル1F 042-625-7711

吉井内科消化器科医院 東京都八王子市千人町3-2-1
KIビル301 042-666-7661

吉岡内科クリニック 東京都八王子市南大沢3-5-1 042-676-1211

よしおか内科クリニック 東京都八王子市川口町3824-3 042-659-7878

医療法人社団ＹＹＳ会　義澤皮膚科内科クリニック 東京都八王子市片倉町342-3
K’s片倉ビル2F 042-697-9923

医療法人社団瑞翔会　四谷医院 東京都八王子市四谷町722
健康館1Ｆ 042-620-5577

医療法人社団実穂会　渡辺医院 東京都八王子市長房町373-2 042-663-3263

わかばやし内科クリニック 東京都八王子市元本郷町2-5-1 042-622-0550

医療法人社団真紗会　鷲尾整形外科 東京都八王子市高尾町1620 042-667-3741

野上医院 東京都立川市羽衣町2-42-7 042-522-6010

松生クリニック 東京都立川市羽衣町2-12-27 042-522-7713

医療法人社団 はごろも内科・小児科 東京都立川市羽衣町1-16-9 042-522-5234

和光診療所 東京都立川市錦町6-28-15 042-527-0037

医療法人財団 川野病院 東京都立川市錦町1-7-5 042-522-8161

厚生連クリニック 東京都立川市柴崎町3-6-10　JA東京健康管理センター 042-529-5677

福井クリニック 東京都立川市錦町3-1-16　中野LKビル1F 042-540-2910

医療法人財団 立川中央病院 東京都立川市柴崎町2-17-14 042-522-7171

医療法人社団秀徳会 馬場クリニック 東京都立川市柴崎町3-10-20　渡辺ビル1F 042-548-3981

田中内科医院 東京都立川市柴崎町2-14-25　セゾン1F 042-521-7252

こども支援総合クリニックもりかわよしゆき小児科 東京都立川市柴崎町2-1-8　第2中島ビル3F 042-540-6525

医療法人社団貴水会 たはらほほえみクリニック 東京都立川市柴崎町2-1-8　第2中島ビル2F 042-569-6230

医療法人社団正裕会 井上レディースクリニック 東京都立川市富士見町1-26-9 042-529-0111

医療法人社団福永会 多摩整形外科 東京都立川市富士見町7-13-8 042-525-0727

医療法人社団開自会 奥平クリニック 東京都立川市富士見町4-10-18 042-540-4180

村上クリニック 東京都立川市曙町2-16-3 042-522-3280

医療法人社団敬好会 石井医院 東京都立川市曙町1-19-4 042-522-2030

医療法人社団正裕会 リボーンレディスクリニック 東京都立川市曙町2-10-1　ふどうやビル4F 042-548-3715

医療法人財団良友会 タウンクリニック 東京都立川市高松町3-21-9 042-524-2321

平田循環器・内科 東京都立川市幸町2-45-9 042-537-4850

藤井医院 東京都立川市栄町5-22-6 042-536-1702
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医療法人社団クローバー会 林整形形成外科 東京都立川市栄町2-59-16 042-534-1131

浅見内科医院 東京都立川市若葉町1-11-20 042-537-0918

医療法人社団淑美会 富永医院 東京都立川市若葉町1-13-2　けやき台団地9-1 042-536-6661

医療法人社団東京石心会 立川新緑クリニック 東京都立川市若葉町3-54-16 042-535-8711

松土胃腸科外科医院 東京都立川市幸町5-44-10 042-535-6668

医療法人社団高友会 立川通クリニック 東京都立川市高松町2-1-27　立川メディカルビル5F 042-524-7929

ふじさわクリニック 東京都立川市栄町5-37-12　エルファパレス中山1F 042-537-1600

鈴木慶やすらぎクリニック 東京都立川市若葉町3-3-3 042-538-7135

砂川医院 東京都立川市上砂町4-22-1 042-536-2734

菅家医院 東京都立川市柏町4-2-15 042-536-4602

医療法人社団 岡部医院 東京都立川市一番町2-46-10 042-531-3391

医療法人社団敏和会 西砂川病院 東京都立川市砂川町8-2-3 042-535-8811

古岡整形外科 東京都立川市上砂町3-55-10 042-535-5558

医療法人社団豊友会 豊泉胃腸科外科 東京都立川市上砂町3-19-2 042-534-7611

医療法人社団緑萌会 重城内科クリニック 東京都立川市上砂町1-2-3 042-538-7431

まつなかクリニック 東京都立川市西砂町6-6-16 042-520-1234

玉川上水クリニック 東京都立川市柏町4-57-29 042-536-0333

竹田医院 東京都立川市柏町3-26-2 042-538-1777

やましたクリニック 東京都立川市一番町2-36-5　清水ビル3F 042-569-7555

国家公務員共済組合連合会立川病院 健康医学センター 東京都立川市錦町4-2-22 042-523-3147

玉置クリニック 東京都立川市錦町2-3-13 042-522-5317

立川若葉団地クリニック 東京都立川市若葉町4-25-1 042-536-3197

医療法人社団晴仁会 立川北口駅前クリニック 東京都立川市曙町1-31-2  遠藤創進ビル3F 042-523-2299

まつもとクリニック 東京都立川市錦町2-1-33　立川南口HMビル2F 042-540-6766

こぶし脳神経クリニック 東京都立川市柴崎町2-5-8　堤ビル2F 042-548-1374

ネモトクリニック 東京都立川市柏町5-3-60 042-535-7773

医療法人社団鉄医会 ナビタスクリニック立川 東京都立川市柴崎町3-1-1　エキュート立川4F 042-521-5334

社)東京都総合組合保健施設振興協会総合健保多摩健康管理センター 東京都立川市錦町3-7-10　多摩石油会館内 042-528-2011

たちかわファミリークリニック 東京都立川市高松町3-28-7 042-527-2783

唯善クリニック内科・呼吸器内科 東京都立川市富士見町1-34-9　イーストンビル1F 042-527-6711

たもり内科クリニック 東京都立川市錦町2-1-33　立川南口HMﾋﾞﾙ1F 042-548-0808

医療法人社団健生会立川相互ふれあいクリニック 健康管理センター 東京都立川市錦町1-23-4 042-524-7365

むさしのアレルギー呼吸器クリニック 東京都立川市曙町2-8-30　三上ビル2F 042-548-3688

さいとう内科外科クリニック 東京都立川市羽衣町3-12-3　西国立グリーンマンション1F 042-529-5993

あおば内科クリニック 東京都立川市幸町3-1-3 042-537-7500

クリニックファーレ 東京都立川市曙町2-34-6　コクーンビル5F 042-521-6221

諏訪の森クリニック 東京都立川市柴崎町2-17-21 2F 042-521-0022

立川駅南泌尿器科皮膚科クリニック 東京都立川市錦町2-1-33 立川南口HMビル3F 042-548-8802

独立行政法人 国立病院機構災害医療センター 東京都立川市緑町3256 042-526-5511

佐藤秀昭内科医院 東京都立川市曙町2-7-19 MISUMIBldg 6F 042-548-0317

医療法人社団弘基会　おおたか脳神経外科・内科 東京都立川市柏町4-56-1　グローバルビル1FA 042-535-1177

医療法人社団洋徹会　すみとも内分泌クリニック 東京都立川市曙町2-34-6　小杉ビル2F 042-540-8777

豊泉医院 東京都立川市上砂町3-10-13 042-536-3571

立川内科クリニック 東京都立川市柴崎町3-8-2　ビルドはなさい5Ｆ 042-548-0730

みやもとクリニック 東京都立川市錦町1-6-18　ＴＭビル2・3Ｆ 042-524-3855

医療法人社団テラス　立川クリニック 東京都立川市曙町2-11-2　フロム中武7F 042-526-5900

西立川おとなとこどものクリニック 東京都立川市富士見町1-31-18　西立川KIビル2F 042-521-3333

楓クリニックららぽーと立川立飛 東京都立川市泉町935-1　ららぽーと立川立飛1F 042-512-5201

柏町内科・消化器内科クリニック 東京都立川市柏町3-32-1 042-538-1916

医療法人社団季邦会　街のクリニック立川・村山 東京都立川市柏町4-63-25　ヴィアーレ玉川上水101 042-535-3974

立川脳神経外科クリニック 東京都立川市柴崎町6-19-16 042-522-5155
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医療法人社団ユスタヴィア　クリニックみらい立川 東京都立川市柴崎町6-19-20 042-525-7550

医療法人財団　立川中央病院附属健康クリニック 東京都立川市柴崎町3-14-2　BOSEN4F 042-526-3222

 くすのき内科クリニック 東京都立川市高松町2-26-3　インディビレッジ1F 042-529-7101

青木小児科医院 東京都武蔵野市境4-16-15 0422-51-7628

石澤敦クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-21-2
グローリオ吉祥寺本町205,206 0422-20-0755

いちむら内科クリニック 東京都武蔵野市境南町1-30-16 0422-39-4123

おおやクリニック 東京都武蔵野市境2-8-3 0422-51-3001

かえで内科クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺南町２-１７-２ 0422-24-7065

かしわでクリニック 東京都武蔵野市境2-15-5 0422-38-7277

かたおか医院 東京都武蔵野市西久保3-2-22
イノグリーンフォレスト1F 0422-50-5311

かみやま内科クリニック 東京都武蔵野市境1-9-9
温泉通りビル1F 0422-60-3188

きくざとファミリークリニック 東京都武蔵野市中町1-23-3
アドリーム三鷹1F 0422-56-3255

北町診療所 東京都武蔵野市吉祥寺北町1-1-3 0422-22-8151

吉祥寺あさひ病院 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 0422-22-1120

吉祥寺駅前クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5
アスコーナミエビル7F 0422-72-3088

吉祥寺榊原クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-6　　カーサカルム吉祥寺2F 0422-48-6311

吉祥寺・藤田クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-10
吉祥寺MAビル7F 0422-40-5177

吉祥寺南町診療所 東京都武蔵野市吉祥寺南町5-12-6 0422-49-9820

吉祥寺南病院 東京都武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 0422-45-2161

吉祥寺メディカルクリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-4
井野ビル202 0422-23-2820

木下循環器呼吸器内科クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-6 0422-22-8300

境南クリニック 東京都武蔵野市境南町2-7-19
境南スカイビル3F・4F・5F 0422-33-8411

国沢泌尿器皮フ科 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-13 0422-42-6855

甲賀クリニック 東京都武蔵野市境南町3-12-2 0422-30-7707

ごとう内科・循環器クリニック 東京都武蔵野市境南町2-20-6 0422-32-5048

小森病院 東京都武蔵野市関前3-3-15 0422-55-8311

境橋クリニック 東京都武蔵野市関前5-21-5 0422-53-5984

境・藤田クリニック 東京都武蔵野市境1-7-5 0422-37-9588

桜堤ファミリークリニック 東京都武蔵野市桜堤2-8-55-118 0422-53-1111

佐々木産婦人科 東京都武蔵野市境4-10-8 0422-54-9311

スイング・ビル野崎クリニック 東京都武蔵野市境2-14-1 スイング8F 0422-36-3534

晴朗クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-12　コリドール吉祥寺102 0422-23-7234

第一臼田医院 東京都武蔵野市西久保1-18-16 0422-54-1032

高橋医院 東京都武蔵野市中町2-13-25 0422-52-3149

瀧澤医院 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-10-11 0422-43-3221

田原医院 東京都武蔵野市関前3-3-9 0422-51-8458

タワーズ内科クリニック 東京都武蔵野市中町1-12-10
武蔵野タワーズスカイゲートタワー5F 0422-50-1331

時計台メディカルクリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-10-
14 まるともビル101 0422-20-1151

友利医院 東京都武蔵野市関前2-5-14 0422-51-7365

内科　いしだクリニック 東京都武蔵野市中町1-17-2
ステラ武蔵野2F 0422-53-1115

中じまクリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-14-5
SAURUS吉祥寺2F 0422-21-6251

中田内科クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺北町2-1-14 0422-28-4600

長沼整形外科・内科医院 東京都武蔵野市境2-13-6 0422-59-1300

中町内科医院 東京都武蔵野市中町2-31-12 0422-55-1203

にしくぼ診療所 東京都武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825

沼田内科小児科医院 東京都武蔵野市吉祥寺北町2-5-17 0422-22-7260

はせがわ内科 東京都武蔵野市境4-4-1 0422-53-0001

春木医院 東京都武蔵野市境1-5-4 0422-51-4567

東医院 東京都武蔵野市西久保2-32-10 0422-51-6201

樋口クリニック 東京都武蔵野市中町1-13-1
駅前田辺ビル2F 0422-56-3588

藤田整形外科 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-9-10 0422-46-1017
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前澤クリニック 東京都武蔵野市境南町3-15-21 0422-30-2861

前田内科・胃腸科 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-18　丸山ビル1F 0422-29-7557

松井クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺東町2-17-27 0422-20-1001

松井健診クリニック吉祥寺プレイス 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 0422-22-2036

松倉メディカルクリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-14
HNビル8F 0422-20-0055

松本医院 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-23-3 0422-22-5755

まつもとファミリークリニック 東京都武蔵野市境南町2-9-3
大矢ビル2F 0422-39-5315

宮崎クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺東町3-8-9 0422-23-6555

武蔵境病院 東京都武蔵野市境1-18-6 0422-51-0301

武蔵境病院付属あんずクリニック 東京都武蔵野市境南町4-1-15 0422-50-9770

むさしの共立診療所 東京都武蔵野市西久保2-17-11 0422-52-2512

むさし野クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-3
古城会館7F 0422-21-1411

むさしの糖尿病・甲状腺クリニック 東京都武蔵野市境1-15-10 0422-56-1510

むらくにクリニック 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-5-12
松井ビル2F 0422-76-8036

メディカルクリニック武蔵境 東京都武蔵野市境南町2-8-19
小田急バス武蔵境ビル1F 0422-39-5654

もとはし内科 東京都武蔵野市吉祥寺北町2-19-9 0422-23-6886

森医院 東京都武蔵野市境1-2-3 0422-52-8400

森本病院 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-5 0422-22-5161

安岡整形外科脳外科クリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-14-8 0422-20-2010

湯川リウマチ内科クリニック 東京都武蔵野市境南町3-14-6
山桃ビル3F 0422-31-1155

よしかた内科 東京都武蔵野市八幡町3-1-19 0422-50-0351

吉方病院 東京都武蔵野市中町2-2-4 0422-52-4371

らいおんハート武蔵野脳神経外科内科クリニック 東京都武蔵野市八幡町3-1-25 0422-52-6600

良寛こどもファミリークリニック 東京都武蔵野市中町2-4-5-1F 0422-27-8621

若狭内科クリニック 東京都武蔵野市境南町2-12-12
ヴィラキャスケード1F 0422-34-5266

渡辺医院 東京都武蔵野市吉祥寺本町4-7-9 0422-22-8937

サルスクリニック武蔵境 東京都武蔵野市境1-15-5  グランシャルール武蔵境3F 050-3851-0249

ほりうちクリニック 東京都武蔵野市関前5-8-10 0422-38-8770

篠原病院 東京都三鷹市下連雀6-13-10 0422-46-2251

野村病院 東京都三鷹市下連雀8-3-6　　 0422-47-4848

三鷹病院 東京都三鷹市下連雀5-1-12 0422-47-0800

三鷹中央病院 東京都三鷹市上連雀5-23-10 0422-44-6161

ヨシコクリニック 東京都三鷹市井口1-22-24 0422-32-5517

鎌田医院 東京都三鷹市下連雀1-30-12 0422-43-4621

角田外科消化器科医院 東京都三鷹市下連雀4-9-1 0422-45-3251

八幡診療所 東京都三鷹市大沢5-3-11 0422-31-8092

みたか循環器内科 東京都三鷹市上連雀2-4-8 0422-45-1210

野崎医院 東京都三鷹市野崎3-18-18 0422-31-8373

若林医院 東京都三鷹市井の頭4-16-10 0422-43-0526

下川整形外科 東京都三鷹市井の頭1-24-14 0422-43-5933

みなみうら生協診療所 東京都三鷹市下連雀7-1-27 0422-48-4121

石井医院 東京都三鷹市井の頭2-32-37 0422-44-3090

新川クリニック 東京都三鷹市新川5-6-21 0422-43-0123

三木クリニック 東京都三鷹市下連雀3-37-8 0422-71-7001

しんかわ医院 東京都三鷹市牟礼7-5-14 0422-70-5711

岡庭医院 東京都三鷹市井の頭3-21-16 0422-43-8367

天神前クリニック 東京都三鷹市牟礼7-1-24 0422-71-8191

高水クリニック 東京都三鷹市井の頭2-14-2 0422-76-1232

本田医院 東京都三鷹市牟礼1-12-10 0422-43-8310

笹本医院 東京都三鷹市井の頭1-31-22 0422-44-5802

三鷹南口内科 東京都三鷹市下連雀3-7-29 0422-43-2122
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吉祥寺通り花岡クリニック 東京都三鷹市下連雀1-9-24 0422-47-8799

いりえ内科クリニック 東京都三鷹市北野4-5-30 03-5314-3577

たきがわクリニック 東京都三鷹市下連雀4-20-15 0422-41-7777

三鷹痛みのクリニック 東京都三鷹市下連雀3-27-12 0422-79-2103

ゆうあいクリニック 東京都三鷹市新川4-25-18 0422-41-6611

篠原医院 東京都三鷹市上連雀2-9-5 0422-45-1859

天文台クリニック 東京都三鷹市大沢1-17-2 0422-30-7929

三鷹第一クリニック 東京都三鷹市下連雀8-9-21 0422-46-4141

浅野クリニック 東京都三鷹市上連雀3-5-19 0422-46-5512

サンクリニック三鷹 東京都三鷹市下連雀3-15-18 0422-44-5660

むれクリニック 東京都三鷹市牟礼6-4-8 0422-44-1739

奥田医院 東京都三鷹市大沢4-13-12 0422-32-8151

高松メディカルクリニック 東京都三鷹市下連雀4-16-12 0422-70-1035

くぼかわ内科医院 東京都三鷹市下連雀6-2-16 0422-24-7353

うちはら内科クリニック 東京都三鷹市上連雀7-11-7 0422-40-6180

片平内科クリニック 東京都三鷹市下連雀3-27-12 0422-79-0271

まさ整形外科 東京都三鷹市北野4-12-17 0422-70-6670

かんの内科 東京都三鷹市下連雀3-44-17 0422-40-5022

みたかヘルスケアクリニック 東京都三鷹市下連雀3-38-4 0422-40-0102

松川内科クリニック 東京都三鷹市井の頭2-1-17 0422-70-5525

牟礼高山診療所 東京都三鷹市牟礼4-2-14 0422-70-4976

１７３総合内科クリニック 東京都三鷹市下連雀6-8-50 0422-26-5173

牟礼の里駅前クリニック 東京都三鷹市井の頭2-7-9 0422-40-6054

東郷医院 東京都三鷹市下連雀3-34-13 0422-70-3050

みたか中村脳神経外科クリニック 東京都三鷹市下連雀3-34-15 0422-40-5070

あかいしクリニック 東京都三鷹市深大寺2-35-29 0422-39-5941

サウスポイントＭＹクリニック 東京都三鷹市下連雀3-43-23 0422-46-7851

のざきはちまん前内科 東京都三鷹市野崎1-22-8 0422-48-3735

萩原医院 東京都三鷹市野崎2-11-16 0422-31-1500

みたか南口泌尿器科クリニック 東京都三鷹市下連雀3-36-1 0422-26-8075

三鷹東クリニック 東京都三鷹市北野4-8-40 1階 03-6909-0565

むさし野さいとうクリニック 東京都三鷹市下連雀3-43-19 0422-70-1071

藤林医院 東京都三鷹市井の頭3-12-15 0422-43-4322

川越内科クリニック 東京都三鷹市新川6-25-4 0422-24-2231

仙川腎リウマチ・内科クリニック 東京都三鷹市中原1-28-22 03-5969-9668

むさしの丘ファミリークリニック 東京都三鷹市野崎3-3-15 0422-30-9988

三鷹さくらクリニック 東京都三鷹市牟礼2-11-5 0422-43-6410

所澤クリニック 東京都三鷹市新川6-9-6 0422-76-6055

平嶺内科医院 東京都三鷹市下連雀3-24-7 0422-43-2838

三鷹駅前たなか糖尿病・内科クリニック 東京都三鷹市下連雀3-36-1 0422-26-7776

東京国際大堀病院 東京都三鷹市下連雀4-8-40 0422-47-1000

田中医院 東京都青梅市西分町2-53 0428-22-2762

笹本医院 東京都青梅市住江町58 0428-24-3955

青梅医院 東京都青梅市仲町241 0428-22-2043

大河原森本医院 東京都青梅市仲町251 0428-22-2047

青梅三慶病院 東京都青梅市大柳町1412 0428-24-7501

下奥多摩医院 東京都青梅市長淵4-376-1 0428-22-2580

井上医院 東京都青梅市長淵7-379 0428-24-2552

多摩リハビリテーション病院 東京都青梅市長淵9-1412-4 0428-24-3798

友田クリニック 東京都青梅市友田町3-136-1 0428-25-1173

進藤医院 東京都青梅市千ヶ瀬町6-797-1 0428-78-3111
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荒巻医院 東京都青梅市野上町4-3-6 0428-24-8561

東原診療所 東京都青梅市今寺5-10-46 0428-33-9250

梅郷診療所 東京都青梅市梅郷3-755-1 0428-76-0112

二俣尾診療所 東京都青梅市二俣尾4-954-1 0428-78-8981

沢井診療所 東京都青梅市沢井2-850-3 0428-78-8432

小曾木診療所 東京都青梅市小曾木4-2787-3 0428-74-5340

青梅成木台病院 東京都青梅市成木1-447 0428-74-4111

東青梅診療所 東京都青梅市東青梅1-7-5 0428-25-8651

小林医院 東京都青梅市東青梅2-10-2 0428-24-2819

林レディースクリニック 東京都青梅市東青梅3-8-8 0428-20-1887

土田医院 東京都青梅市根ヶ布2-1370-37 0428-84-0801

中島内科循環器科クリニック 東京都青梅市師岡町3-19-13 0428-20-2611

しんまち総合クリニック 東京都青梅市新町2-18-7 0428-78-2323

千葉医院 東京都青梅市新町2-32-1 0428-32-5888

あさひ整形外科クリニック 東京都青梅市新町3-3-1
宇源ビル2階 0428-32-4567

新町クリニック 東京都青梅市新町3-53-5 0428-31-5301

野本医院 東京都青梅市新町5-11-2 0428-31-7155

ゆだクリニック 東京都青梅市新町6-5-1 0428-30-0880

こみ内科クリニック 東京都青梅市河辺町5-7-4  MH河辺駅前ビル3階 0428-21-1114

丹生クリニック 東京都青梅市河辺町5-13-5
ｼｬﾙﾏﾝﾌｧﾐｰﾕ東京1階 0428-20-0078

坂元医院 東京都青梅市河辺町5-21-3
ﾍﾞﾘﾃﾋﾞﾙ1階 0428-21-0019

吉野医院 東京都青梅市河辺町8-7-7 0428-31-2350

なごみクリニック 東京都青梅市河辺町8-13-19 0428-31-8038

河辺駅前クリニック 東京都青梅市河辺町10-11-1
スプリング河辺駅前メディカルビル102号 0428-21-5588

片平医院 東京都青梅市河辺町10-16-20 0428-21-1741

百瀬医院 東京都青梅市藤橋2-10-2 0428-31-3328

武蔵野台病院 東京都青梅市今井1-2586 0428-31-6632

青梅今井病院 東京都青梅市今井1-2609-2 0428-31-8821

大堀医院 東京都青梅市今井5-2440-178 0428-31-9098

若栗医院 東京都府中市幸町1丁目35番地の8 042-361-3181

平山眼科医院 東京都府中市宮町1丁目20番地の19 042-364-0300

美好腎クリニック 東京都府中市美好町3丁目13番地の2 042-366-8333

杉本内科・消化器科・小児科 東京都府中市府中町1丁目1番地の5 042-368-5814

（医社）康野診療所 東京都府中市白糸台2丁目10番地の2 042-365-3666

若林医院 東京都府中市片町3丁目21番地の1 042-362-1611

府中診療所 東京都府中市府中町1丁目13番地の3 042-365-0321

（医社）府中腎クリニック 東京都府中市府中町1丁目8番地の1 042-366-8909

（医社）赤須内科クリニック 東京都府中市緑町2丁目17番地の9 042-334-0780

むさしの台眼科 東京都府中市白糸台5丁目1番地の1 042-351-0405

（医社）浅川医院 東京都府中市北山町2丁目18番地の4 042-572-3812

今井内科 東京都府中市晴見町1丁目17番地の24 042-361-4613

中河原眼科 東京都府中市住吉町2丁目17番地の36 042-364-1223

中河原内科クリニック 東京都府中市住吉町1丁目84番地の1 042-351-0267

（医社）加藤内科 東京都府中市本町4丁目12番地の14 042-366-2277

いしい内科・小児科 東京都府中市府中町2丁目13番地の2 042-352-3030

（医社）村上医院 東京都府中市宮西町5丁目2番地 042-361-2071

ほさかクリニック 東京都府中市若松町3丁目2番地の16 042-358-9901

武藤医院 東京都府中市分梅町1丁目10番地の21 042-365-1701

野本医院 東京都府中市是政1丁目5番地 042-363-2736

河合クリニック 東京都府中市西原町2丁目18番地の1 042-580-4500

（医社）西原町脳神経外科クリニック 東京都府中市西原町2丁目18番地の1 042-571-9571
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（医社）新谷医院 東京都府中市朝日町2丁目30番地の11 042-361-9419

新町クリニック 東京都府中市新町1丁目55番地の41 042-354-1878

野崎医院 東京都府中市西原町4丁目28番地の27 042-572-9621

（医社）えはら医院 東京都府中市若松町3丁目35番地の7 042-336-7676

（医社）たかせ眼科クリニック 東京都府中市晴見町1丁目14番地の16 042-363-4113

（医社）府中クリニック 東京都府中市緑町1丁目3番地の1 042-366-5483

（医社）日野クリニック 東京都府中市住吉町2丁目15番地の9 042-330-3600

（医社）ながた内科クリニック 東京都府中市小柳町2丁目12番地の2 042-369-0707

（医社）平林医院 東京都府中市是政5丁目4番地の4 042-365-3550

松尾医院 東京都府中市宮町3丁目2番地の3 042-361-2363

（医社）なのはなクリニック 東京都府中市府中町1丁目12番地の7 042-358-4158

（医社）片山クリニック 東京都府中市府中町1丁目8番地の6 042-366-2791

ミドリ・クリニック 東京都府中市緑町1丁目23番地の3 042-352-2060

中村内科クリニック 東京都府中市西府町2丁目12番地の1 042-362-2112

（医社）真鍋眼科 東京都府中市宮西町3丁目21番地の6 042-361-2912

（医社）久米医院 東京都府中市清水が丘2丁目3番地の26 042-335-1515

前田内科・循環器科 東京都府中市武蔵台3丁目2番地の7 042-321-0206

（医社）寿町腎・内科クリニック 東京都府中市寿町1丁目1番地の3 042-361-5750

おおば内科泌尿器科クリニック 東京都府中市清水が丘1丁目1番地の3 042-401-2134

府中新町医院 東京都府中市新町2丁目64番地 042-367-2122

（医社）府中あおばクリニック 東京都府中市宮町1丁目40番地の1 042-361-5595

おやけ眼科 東京都府中市宮町1丁目41番地の1 042-366-1648

（医社）府中よつやクリニック 東京都府中市四谷3丁目37番地の14 042-336-7222

（医社）河村医院 東京都府中市新町3丁目12番地の40 042-361-6825

（医社）協和診療所 東京都府中市栄町2丁目10番地の3 042-361-3296

（医社）井手医院 東京都府中市住吉町4丁目15番地の9 042-361-9458

（医社）ふの内科クリニック 東京都府中市白糸台3丁目8番地の25 042-358-8128

いいじま眼科 東京都府中市片町3丁目26番地の14 042-330-3885

（医社）小木曾内科眼科医院 東京都府中市若松町2丁目5番地の8 042-336-3848

もとじ内科クリニック 東京都府中市宮町1丁目22番地の6 042-352-6350

みね内科クリニック 東京都府中市住吉町1丁目30番地の2 042-302-8550

（医社）府中日新町内科クリニック 東京都府中市日新町5丁目53番地の1 042-369-3600

（医社）高野医院 東京都府中市晴見町3丁目11番地の21 042-361-9578

府中脳神経外科診療所 東京都府中市宮西町1丁目14番地の16 042-360-7655

正田整形外科・内科 東京都府中市清水が丘3丁目21番地の25 042-362-8434

（医社）ﾌｧﾐﾘｰﾄｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市若松町2丁目4番地の4 042-369-1161

南町医院 東京都府中市南町4丁目31番地の5 042-360-2611

品田医院 東京都府中市押立町1丁目24番地の1 042-368-5598

（医社）いづみ内科 東京都府中市押立町4丁目9番地の10 042-490-3031

分倍医院 東京都府中市美好町3丁目3番地の18 042-361-4722

愛和診療所 東京都府中市栄町3丁目1２番地の1 042-314-1551

（医社）朝日町ｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市朝日町2丁目28番地の1 042-352-5233

（医社）ｼﾞｪｲﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市日鋼町1番地 042-330-7318

弓狩眼科医院 東京都府中市寿町1丁目4番地の1 042-361-2454

深澤内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市住吉町４丁目18番地12 042-366-6600

寿町クリニック 東京都府中市寿町1丁目3番地10 042-354-3111

（医社）木田医院 東京都府中市府中町1丁目１５番地１ 042-368-5688

府中朝倉クリニック 東京都府中市南町２丁目３４番地8 042-352-7787

おおにし内科ｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市寿町2丁目４番地42　3F 042-319-1025

もりた眼科クリニック 東京都府中市寿町2丁目４番地42　3F 042-365-1010

（医社）あさの循環器内科クリニック 東京都府中市寿町1丁目4番地の21 042-366-5555
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（医社）府中ゆずｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市白糸台1丁目63番地1　1F 042-370-1816

（医社）あすなろｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市宮町1丁目100番地 042-354-6855

（医社）ﾍﾞﾙﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 東京都府中市片町2丁目22番地の31 042-314-0660

西府駅前クリニック 東京都府中市西府町1丁目53番地の1西府駅前ﾋﾞﾙ1F 042-362-7711

ちほ内科クリニック 東京都府中市武蔵台3丁目31番地8 042-323-1068

武蔵野医院 東京都府中市清水が丘3丁目11番地の31 042-361-4460

これまさクリニック 東京都府中市是政5丁目2番地の31 042-306-9866

たにざき循環器内科クリニック 東京都府中市若松町1丁目5番地の20 042-319-0056

天神町クリニック 東京都府中市天神町1丁目11番地の2 042-361-5505

武蔵野台クリニック内科・消化器内科 東京都府中市白糸台5丁目39番地の10 042-360-8866

野々田小児科内科 東京都府中市小柳町3丁目32番地の26 042-369-2561

（医社）西府ひかり眼科 東京都府中市本宿町1丁目47番地14 042-360-4146

（医社）津久井内科おなかクリニック 東京都府中市府中町2丁目9番地の16ウェル－チアビル２F,3F,地下１F042-306-5828

（医社）第2津久井内科おなかクリニック 東京都府中市寿町1丁目1番地の3 042-314-2317

三ツ木内科クリニック 東京都府中市府中町1丁目11番地の8 042-333-9595

石田医院 東京都府中市住吉町5丁目1番地の4 042-334-2223

（医社）府中医王病院 東京都府中市晴見町1丁目20番地 042-362-4500

（医社）共済会櫻井病院 東京都府中市是政2丁目36番地 042-362-5141

（医社）慈秀病院 東京都府中市白糸台3丁目16番地の5 042-369-1511

（医社）府中病院 東京都府中市美好町1丁目22番地 042-360-0033

（医社）東府中病院 東京都府中市若松町2丁目7番地の20 042-364-0151

浅見胃腸科外科医院 東京都昭島市東町5-4-11 042-541-3705

昭島相互診療所 東京都昭島市福島町908-17 042-545-2712

栄田医院 東京都昭島市玉川町3-18-14 042-541-0218

医療法人社団　竹口病院 東京都昭島市玉川町4-6-32 042-541-0176

医療法人社団　永山整形外科 東京都昭島市朝日町3-6-3 042-544-8662

医療法人社団　武美会　富士診療所 東京都昭島市朝日町4-2-26 042-541-2263

大田医院 東京都昭島市中神町1237 042-541-0311

昭島病院 東京都昭島市中神町1260 042-546-3111

医療法人社団潮友会　うしお病院 東京都昭島市武蔵野2-7-12 042-541-5423

医療法人社団　いづる会　中神内科呼吸器科クリニック東京都昭島市朝日町1-6-2 042-549-2366

医療法社団アモル会　しんクリニック 東京都昭島市中神町1176-17
アーバンパレス中神1Ｆ 042-519-2721

昭島リウマチ膠原病内科 東京都昭島市宮沢町495－30 042-546-0011

医療法人社団野村会昭和の杜病院 東京都昭島市宮沢町522-2 042-500-2611

医療法人社団　堀内クリニック 東京都昭島市昭和町2-5-2
第2宝伊ビル2F 042-546-2111

佑和クリニック 東京都昭島市上川原町2-21-13 042-545-6655

つつじが丘診療所 東京都昭島市つつじが丘3-5-6-119 042-545-4737

医療法人社団　弘樹会　金光クリニック 東京都昭島市田中町562-8
昭島昭和ビル2F 042-545-2156

中西クリニック 東京都昭島市田中町562-8
昭島昭和ビル3F 042-541-2611

医療法人社団　誠恵会　まことクリニック 東京都昭島市松原町2-9-1 042-546-2800

松原町クリニック 東京都昭島市松原町4-2-1 042-546-8610

田中団地診療所 東京都昭島市田中町3-5-17-103 042-545-2514

大久保内科クリニック 東京都昭島市拝島町2-16-17 042-500-0013

拝島やまかみクリニック 東京都昭島市松原町4－11－7
拝島・西武ビル302 042-519-2650

昭島腎クリニック 東京都昭島市松原町4－7-3 042-546-8581

プライムクリニック 東京都調布市入間町2-28-36 050-1746-1165

イカリクリニック 東京都調布市入間町3-9-23 03-3789-8200

（医社）医光会西調布井上クリニック 東京都調布市上石原1-38-15 1階-A 042-426-0155

川野医院 東京都調布市上石原2-27-9 042-485-5480

（医社）東林会小林内科 東京都調布市上石原2-30-22 042-482-8623

（医社）ＭＳＯ中村医院 東京都調布市上石原2-44-15 042-482-2036
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しばさき内科クリニック 東京都調布市菊野台2-5-21 042-440-1200

（医社）みなと会柴崎ファミリークリニック 東京都調布市菊野台2-23-5
サニーアイランドビル３階 042-440-3545

（医社）碧山会コクティやまうち内科・神経内科 東京都調布市国領町2-5-15
ｺｸﾃｨｰ2階 042-488-7651

おぎもと内科クリニック 東京都調布市国領町2-13-8 042-489-6658

はすだ内科循環器内科クリニック 東京都調布市国領町3-1-38
ｺｺｽｸｴｱ2階 042-426-8102

国領内科・消化器内科クリニック 東京都調布市国領町3-3-20
よろずやビル2階 042-426-9509

くろかわクリニック 東京都調布市国領町5-70-2
ｻﾝ･ﾙ-ｼ-2階 042-444-4880

須藤クリニック 東京都調布市国領町5-28-8-100 042-498-1151

（医社）大和会多摩川病院 東京都調布市国領町5-31-1 042-483-4114

（医社）鳳笙会濱中めいようクリニック 東京都調布市国領町7-33-1 042-452-8970

佐野医院 東京都調布市国領町7-66-29 042-482-4673

（医社）共寿会なかやまクリニック 東京都調布市国領町8-2-2
ｺﾅ･ｳﾞｨﾚｯｼﾞ調布国領219 042-426-0557

（医社）徳久会国領めいようクリニック 東京都調布市国領町8-6-8 042-440-1515

（医社）斗星堂会菅間医院 東京都調布市小島町1-24-5 042-482-8830

調布消化器内科・内視鏡クリニック 東京都調布市小島町1-35-5　調布ｱﾐｯｸｽﾋﾞﾙ5階 042-426-9752

（医社）桐生会桐生クリニック 東京都調布市小島町2-40-10 042-482-3069

小田切医院 東京都調布市小島町2-51-1 042-482-8161

（医社）小針会小針クリニック 東京都調布市小島町2-54-4
ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ調布ｼﾃｨ2階 042-443-4567

（医社）梟杜会西田医院 東京都調布市柴崎1-64-13 042-483-1350

山口内科クリニック 東京都調布市下石原2-32-2 042-440-1886

（医社）桐光会調布病院 東京都調布市下石原3-45-1 042-484-2626

辻医院 東京都調布市下石原3-60-4 042-482-2891

鵜戸西クリニック 東京都調布市深大寺元町4-31-2 042-482-8658

（医社）光眞会工藤ハートフル・クリニック 東京都調布市深大寺北町6-38-6 042-483-0125

ふじかわクリニック 東京都調布市深大寺東町2-23-5
深大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 042-440-8277

仙川町クリニック 東京都調布市仙川町1-9-37-103 03-5384-4343

（医社）永研会永研会クリニック 東京都調布市仙川町1-11-8
仙川FTビル2,3階 03-5315-1181

仙川ひろクリニック 東京都調布市仙川町1-14-22
花輪ビル1階 03-6382-9935

愛和クリニック 東京都調布市仙川町1-15-47
ひなたビル1階 03-3307-5477

仙川駅前すずきクリニック 東京都調布市仙川町1-18-2
3110ﾋﾞﾙ3階 03-3309-1777

（医社）仙川さとうクリニック 東京都調布市仙川町2-18-15
ﾒｿﾞﾝ仙川1階 03-5315-7373


医療法人社団健楓会せたがや仙川クリニック 東京都調布市仙川町2-21-13
仙川ﾋﾞﾙB館3階 03-3305-3400

塚本内科クリニック 東京都調布市仙川町3-1-1
ﾙﾐﾈ丸商1階 03-5315-2393

仙川脳神経外科クリニック 東京都調布市仙川町3-9-15
ﾓﾝｳﾞｨﾗ-ｼﾞｭ仙川1階 03-5969-8061

そめちファミリ－クリニック 東京都調布市染地2-8-3 042-442-3123

（医社）雪友会くわの胃腸科内科 東京都調布市染地3-1-1-10Ｃ 042-489-1212

多摩川住宅内科クリニック 東京都調布市染地3-1-816
1階A2号区画 042-484-2240

ふかざわクリニック 東京都調布市多摩川5-15-5
ﾌﾟﾚｾﾝﾄM203 042-444-3170

ふしや内科・消化器内科クリニック 東京都調布市調布ヶ丘3-19-12 2階 042-485-0248

飛田給プライマリクリニック 東京都調布市飛田給1-11-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｿﾌｨｱ調布1階042-444-1715

飛田給内科クリニック 東京都調布市飛田給1-28-2
平原ﾋﾞﾙ１階 042-497-6380

つつじヶ丘クリニック 東京都調布市西つつじヶ丘1-2-1 042-499-8220

五島医院 東京都調布市西つつじヶ丘1-21-3 042-486-3535

（医社）秋鹿クリニック 東京都調布市西つつじヶ丘3-26-6
栄和ﾋﾞﾙ2階 042-489-5577

井上博文クリニック 東京都調布市西つつじヶ丘3-30-28
IBﾊｳｽ101 042-499-5155

（医社）英麗会にわファミリークリニック 東京都調布市西つつじヶ丘4-23
第58号棟101号室 042-443-1120

（医社）秀侑会つつじヶ丘ホ－ムドクタ－クリニック 東京都調布市東つつじヶ丘1-2-4
OGﾋﾞﾙ1階 03-6909-0871

（医社）ラサンテくにさわクリニック 東京都調布市富士見町2-14-19
三ツ木富士見町ﾏﾝｼｮﾝ１階 042-485-8117

調布診療所 東京都調布市布田1-24-3 042-483-2557

（医社）蒼流会岡本内科クリニック 東京都調布市布田1-35-3
ﾀﾞｲﾓﾝﾋﾞﾙ2階 042-481-1167

（医社）入村会にゅうむら医院 東京都調布市布田2-16-2
ｽﾃｯｸｽ2階 042-443-6586
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（医社）福地会福地クリニック 東京都調布市布田4-20-3
ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ調布ｻｻﾞﾝ 042-441-5038

(医社）至善会ひらいクリニック 東京都調布市布田5-25-1 ｱﾌﾞﾆｰﾙ調布1階 042-426-4525

緑ヶ丘井上内科診療所 東京都調布市緑ヶ丘2-2-1
緑ヶ丘団地25-1 03-3309-2202

（医社）敬寿会わかば町クリニック 東京都調布市若葉町2-1-6
仙川ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟﾚｽ1階 03-5313-3331

あけぼの病院 東京都町田市中町1-23-3 042-728-1111

医療法人社団　松友会　上相原病院 東京都町田市相原町5098 042-782-9311

医療法人社団　幸隆会　多摩丘陵病院 東京都町田市下小山田町1491 042-797-1511

医療法人社団　三医会　鶴川記念病院 東京都町田市三輪町1059-1 044-987-1311

医療法人財団　明理会　鶴川サナトリウム病院 東京都町田市真光寺町197 042-735-2222

ふれあい町田ホスピタル 東京都町田市小山ケ丘1-3-8 042-798-1121

医療法人社団　史世会　町田胃腸病院 東京都町田市旭町1-17-21 042-726-6511

一般財団法人　ひふみ会　まちだ丘の上病院 東京都町田市小野路町１１－１ 042-735-3731

医療法人社団　創生会　町田病院 東京都町田市木曽東4-21-43 042-789-0502

社会医療法人社団　正志会　南町田病院 東京都町田市鶴間4-4-1 042-799-6161

青木医院 東京都町田市相原町810 042-770-4114

アツミ医院 東京都町田市中町3-6-13 042-722-2185

飯田内科クリニック 東京都町田市森野1-33-12　
アムール森野1階 042-725-3801

いしかわ内科クリニック 東京都町田市森野4-21-5 042-727-4970

医療法人社団　十愛会　いとうクリニック 東京都町田市小川3-10-5 042-799-6050

伊藤診療所 東京都町田市鶴川4-35-2 042-735-0166

入倉クリニック 東京都町田市真光寺2-37-11 042-734-3339

医療法人社団　内山胃腸科 東京都町田市旭町1-15-23 042-728-1371

おおくら医院 東京都町田市大蔵町3165 042-737-8020

大村内科医院 東京都町田市成瀬台3-8-4 042-721-2001

小田桐医院 東京都町田市中町1-3-20 042-722-3172

医療法人社団　恭啓会　小野寺クリニック 東京都町田市本町田4394-9　
ｻﾝ・ﾆｭｰｳﾞｨﾗ町田 042-732-5605

医療法人社団　ONC
おやま内科クリニック 東京都町田市小山町233-1 042-860-0326

甲斐内科クリニック 東京都町田市成瀬が丘2-24-2　
成瀬ビル3階 042-796-8711

学園ハートクリニック 東京都町田市玉川学園1-21-15 042-725-8468

鹿島内科クリニック 東京都町田市金森東1-25-29 
金森メディカルプラザＡ棟1号室 042-710-1800

加藤医院 東京都町田市玉川学園5-24-40 042-732-8566

医療法人社団　東八雲会　かどわきクリニック 東京都町田市つくし野4-9-8 042-799-2202

金子内科クリニック 東京都町田市根岸2-1-14 042-792-3010

かみい医院 東京都町田市鶴川3-12-26 042-735-3957

川口内科クリニック 東京都町田市中町1-30-24　
織田ビル1F 042-725-6206

医療法人社団　幸益会　川村クリニック 東京都町田市本町田2943-1　
マンションサンライズヒル201 042-724-7727

医療法人社団　じゅうめい会　木曽診療所 東京都町田市木曽東4-21-37 042-791-2088

木下内科胃腸科 東京都町田市高ヶ坂3-7-11 042-728-5884

熊谷医院 東京都町田市金森東4-33-4 042-795-5325

黒江医院 東京都町田市原町田6-24-11 042-722-3313

医療法人社団　小泉医院 東京都町田市玉川学園2-5-24 042-725-8411

小出クリニック 東京都町田市木曽東1-15-40 042-721-2918

医療法人社団　理幹会　小阪内科クリニック 東京都町田市金森東4-44-3 042-799-3933

こじま内科 東京都町田市小山町3245-1 042-770-2513

医療法人社団　小林メディカル　こばやし医院 東京都町田市金森1-26-15 042-726-3431

医療法人社団　小林メディカル　こばやしクリニック 東京都町田市原町田6-3-3　
町映ビル4F 042-710-3183

医療法人社団　宏建会　小林クリニック 東京都町田市能ケ谷1-7-1　
ダイヤモンドビル2階 042-735-9990

小室医院 東京都町田市木曽西5-1-31 042-791-3465

近藤医院 東京都町田市成瀬1-6-7 042-728-6898

栄山医院 東京都町田市金森2-25-30 042-722-7430

さくらメディカルクリニック 東京都町田市常盤町3200-1　
ルーラルヒルズ２FA 042-797-9671
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医療法人社団　絢雄会　佐藤寿一クリニック 東京都町田市原町田1-7-17　
ガレリア町田ビル2F 042-710-2251

医療法人社団　徳丹会　さぬき診療所 東京都町田市小川2-25-14 042-706-8766

医療法人社団　幸政会　しあわせ野医院 東京都町田市成瀬台2-40-1 042-739-0477

医療法人社団　仁悠会
しながわ内科・循環器クリニック 東京都町田市山崎町333-1 042-791-1545

仁愛医院 東京都町田市高ヶ坂6-19-31 042-728-1055

すずかけ台診療所 東京都町田市つくし野3-17-9 042-795-2121

清風園診療所 東京都町田市金井7-17-13 042-735-3000

園田クリニック 東京都町田市南成瀬1-8-21　
成瀬メディカルビル3A 042-739-7322

たかはしクリニック 東京都町田市常盤町3200-1　
ルーラルヒルズA号室 042-798-7755

たけいち内科クリニック 東京都町田市小川1-14-1 042-850-6555

医療法人社団　藤栄会　ただお整形外科・内科 東京都町田市忠生2-28-5 042-793-0201

たなかだて内科・呼吸器内科
クリニック 東京都町田市鶴間3-3-1
クランベリーパークステーションコート２階 042-850-5027

医療法人社団　たまがわ医院 東京都町田市玉川学園4-16-40 042-720-3888

玉川学園土屋クリニック 東京都町田市南大谷219-23 042-729-5228

玉川クリニック 東京都町田市玉川学園7-5-6　
エーデルワイス玉川学園201 042-725-8207

多摩境きむらクリニック 東京都町田市小山ケ丘5-2-6 042-774-1700

多摩境内科クリニック 東京都町田市小山ケ丘3-24　
多摩境クリニックビル3F 042-703-1920

医療法人社団　光裕会　田村胃腸科・内科クリニック 東京都町田市能ケ谷2-12-6 042-735-5667

ちょう内科医院 東京都町田市本町田2938-1 042-729-5341

医療法人社団　あかね会　鶴川診療所 東京都町田市鶴川6-7-1　
レクセル鶴川202 042-735-2387

鶴川台ウィメンズクリニック 東京都町田市鶴川2-14-11 042-737-1103

医療法人社団　鶴川内科クリニック 東京都町田市鶴川2-17-1 042-734-1958

医療法人社団　誠裕會　鶴川レディースクリニック 東京都町田市能ケ谷3-1-5 042-737-7271

Ｄｒ．はん診療所 東京都町田市図師町1782　
吉野ビル1F 042-789-7270

中澤医院 東京都町田市つくし野3-13-40 042-795-5415

中島医院 東京都町田市原町田2-15-2 042-722-2409


なかはら脳神経クリニック 東京都町田市原町田4-14-14　
Lifixビル1F 042-709-3851

なかまち内科・外科医院 東京都町田市中町3-15-17 042-725-0028

医療法人社団　中村クリニック 東京都町田市木曽東3-20-28 042-792-0033

中村内科 東京都町田市金森東4-42-28　
ワタヤビルNO.2　1FA 042-799-6656

成田クリニック 東京都町田市成瀬が丘2-23-16 042-795-1281

なるせクリニック 東京都町田市西成瀬1-57-17 042-721-6686

医療法人社団　仁誠会　なるせ内科・胃腸のクリニック 東京都町田市南成瀬4-2-35 
NCスクエア101 042-710-6155

医療法人社団　高和会　成瀬皮フ科診療所 東京都町田市南成瀬1-1-2　
プラザ成瀬2階 042-723-2112

医療法人社団　公朋会　西嶋医院 東京都町田市成瀬台3-8-18　1階 042-726-7871

西村内科 東京都町田市根岸2-33-3 042-793-2677

にしむら内科クリニック 東京都町田市大蔵町2222-5　
NSビルⅡ-1階 042-708-1024

医療法人社団　沼田医院 東京都町田市鶴川6-2-1 042-735-2019

はなみ内科 東京都町田市鶴間1-19-35　
南町田クリニックビルI-3F 042-796-1111

医療法人社団　はやしクリニック 東京都町田市忠生2-28-7 042-793-3055

はやし内科クリニック 東京都町田市真光寺2-37-11　
鶴川台メディカルヴィレッジ 042-736-5501

原内科クリニック 東京都町田市木曽東1-45-2　
アウローラ1階 042-732-5355

原町田さわだ内科・泌尿器科 東京都町田市原町田6-29-3 
新原町田クリニックビル102 042-851-7818

医療法人社団　多摩医療会　原町田診療所 東京都町田市原町田4-17-11 042-722-6665

医療法人社団　赤岳会
榛名坂たなか内科クリニック 東京都町田市金井3-17-13 042-737-3860

医療法人社団　久田会
久田内科・呼吸器内科クリニック 東京都町田市忠生3-20-2 042-793-4114

医療法人社団　良恵会　平野クリニック 東京都町田市西成瀬3-18-1
シティハウスジュライ102号 042-732-1321

医療法人社団　絢雄会
フォレスト呼吸器内科クリニック町田 東京都町田市原町田6-28-15
クロノス町田1F 042-710-4100

医療法人財団　福音医療会　ふくいんクリニック 東京都町田市山崎町2200 042-791-1307

藤の台診療所 東京都町田市藤の台1丁目1番55号
藤の台団地1-55 042-722-2832

医療法人社団　宏恵会　牧内科医院 東京都町田市山崎町1921-1 042-793-3873
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増子クリニック 東京都町田市能ヶ谷7-11-5 042-735-1499

医療法人社団　壮俊会　町田駅前内科クリニック 東京都町田市森野1-39-16
渋谷一樹ビル3F 042-722-7373

医療法人社団　三翔会　町田脳神経外科 東京都町田市根岸町1009-4 042-798-7337

医療法人社団　照幸会　町田南ホームクリニック 東京都町田市南町田5-3-28　1F 042-788-2581

町田メンタル内科クリニック 東京都町田市森野1-25-15 042-710-2207

医療法人社団　絢雄会
ミーナ町田ジェイクリニック 東京都町田市原町田4-1-17　
ミーナ町田4階 042-732-5120

南多摩クリニック整形外科・内科・リハビリテーション科 東京都町田市木曽西3-20-6 042-793-7776

医療法人社団　南東京ハートクリニック 東京都町田市木曽西2-18-12 042-789-8100

医療法人社団　河村会　南町田クリニック 東京都町田市鶴間3-2-2　
アーベイン細野3階 042-796-1555

みるるクリニック原町田 東京都町田市原町田1-15-18 042-710-5300

虫明クリニック 東京都町田市金森3-19-11 042-788-5078

メディカルクリニック悠々 東京都町田市能ｹ谷3-2-1　
リレイス鶴川203 042-860-2061

もちづき整形外科　内科・リハビリ
クリニック 東京都町田市つくし野2-26-45 042-796-1204

もとはしクリニック 東京都町田市中町2-14-10 042-727-9930

やすおか医院 東京都町田市原町田4-14-17 042-722-2415

やました内科・脳神経クリニック 東京都町田市山崎町2055-2
グランハート町田B-107 042-794-6327

横沢クリニック 東京都町田市大蔵町5002-2　
鶴川メディカルモール1B-1 042-708-8550

よこやま内科 東京都町田市原町田4-2-2 
メディカルスペース町田4階 042-794-6211

吉野医院 東京都町田市金森2-12-31 042-722-5729

若山クリニック 東京都町田市金井2-3-18 042-736-7720

医療法人社団青山医院 東京都福生市福生６５６－１－１Ｆ 042-530-3011

牛浜内科クリニック 東京都福生市志茂６２ 042-539-1951

桂川内科医院 東京都福生市大字熊川４２８ 042-552-1031

医療法人社団弘福会笠井クリニック 東京都福生市加美平１－１５－６　
フルヤビル１Ｆ 042-551-6611

医療法人社団葵会熊川病院 東京都福生市熊川１５４ 042-553-3001

医療法人社団麗仁会ささもと整形外科形成外科クリニック 東京都福生市福生６５７ 042-539-2300

島井内科小児科クリニック 東京都福生市牛浜１１８－１　
コートエレガンスＥｌｌｅ－Ｋ２Ｆ 042-553-6151

医療法人社団大聖病院 東京都福生市大字福生８７１ 042-551-1311

医療法人社団高村内科クリニック 東京都福生市福生１０４４ 042-530-2710

医療法人社団福朗会津田クリニック 東京都福生市福生二宮２４６１ 042-513-3656

医療法人社団杏邦会西村医院 東京都福生市熊川９２７ 042-553-0182

医療法人社団悠救会波多野医院 東京都福生市福生１０４６　
コヤマビル３階 042-551-7545

医療法人社団光輝会ひかりクリニック 東京都福生市本町９５－３
メディケア９５３－２階,３階,４階,５階 042-530-0221

医療法人社団桜春会平沢クリニック 東京都福生市南田園１－３－１１ 042-539-0551

医療法人社団幹人会福生クリニック 東京都福生市加美平３－３５－１３ 042-551-2312

福生団地クリニック 東京都福生市南田園２－１６　
福生団地１２－１１１ 042-539-3026

公立福生病院 東京都福生市加美平１－６－１ 042-551-1111

医療法人社団みやざき胃腸外科 東京都福生市牛浜１４７−１１ 042-539-5580

東福生むさしの台クリニック 東京都福生市武蔵野台１－１－７　
センチュリー武蔵野台１Ｆ 042-539-1223

医療法人社団悦伝会目白第二病院 東京都福生市福生１９８０ 042-553-3511

医療法人社団山口外科医院 東京都福生市志茂２３３ 042-553-1177

医療法人社団安井会セザイ皮フ科・しゅういち内科 東京都福生市本町７－１ 042-551-7889

松原内科医院 東京都羽村市羽東1-16-3 042-554-2427

松田医院 東京都羽村市小作台5-8-8 042-554-0358

神明台クリニック 東京都羽村市神明台1-35-4 042-554-7370

横田クリニック 東京都羽村市羽東1-8-1 042-554-8580

栄町診療所 東京都羽村市栄町1-14-46 042-555-8233

山川医院 東京都羽村市五ノ神1-2-1
サカヤビル１階 042-554-3111

羽村相互診療所 東京都羽村市神明台1-30-5 042-554-5420

小作駅前クリニック 東京都羽村市小作台5-9-10 042-578-0161

小﨑クリニック 東京都羽村市富士見平1-18
羽村団地24-1号 042-554-0188
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わかくさ医院 東京都羽村市小作台2-7-16 042-579-0311

柳田医院 東京都羽村市羽東1-30-20 042-555-1800

いずみクリニック 東京都羽村市栄町2-6-29 042-555-8018

山口内科クリニック 東京都羽村市栄町2-15-4 042-570-7661

羽村三慶病院 東京都羽村市羽4207 042-570-1130

羽村整形外科リウマチ科クリニック 東京都羽村市緑ヶ丘5-7-11 042-570-1170

双葉クリニック 東京都羽村市双葉町1-1-15 042-570-1588

西多摩病院 東京都羽村市双葉町2-21-1 042-554-0838

前田外科クリニック 東京都羽村市五ノ神4-14-5
サンシティー3階-Ｄ 042-578-8875

羽村ひまわりクリニック 東京都羽村市五ノ神350-30 042-555-1103

医療法人社団　健真会
新井クリニック 東京都西多摩郡瑞穂町長岡1丁目
５１－２ 042-557-0018

医療法人社団　秀三会
栗原医院 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎６１ 042-557-0100

（医社）久遠会　
高沢病院 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木７２２－１ 042-556-2311

高水医院 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎２８２ 042-557-0028

医療法人社団　竹栄会
みずほクリニック 東京都西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部３１－１ 042-568-0300

石畑診療所 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑
２０７ 042-557-0072

医療法人社団　成蹊会
丸野医院 東京都西多摩郡瑞穂町長岡1丁目
１４－９ 042-556-5280

医療法人財団　幹人会
菜の花クリニック 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷
４５４ 042-557-7995

医療法人財団　暁　あきる台病院 東京都あきる野市秋川6-5-1 042-559-5761

医療法人社団みやびの会　あきる野総合クリニック 東京都あきる野市草花1439-9 042-518-2088

あきるの内科クリニック 東京都あきる野市二宮1011 042-558-5850

医療法人社団深望会　あきるの杜きずなクリニック 東京都あきる野市五日市149-1 042-596-6736

あべクリニック 東京都あきる野市瀬戸岡474-6 042-558-7730

医療法人社団珠泉会　
いなメディカルクリニック 東京都あきる野市伊奈477-1 042-596-0881

医療法人社団厚仁会　奥野医院 東京都あきる野市下代継95-11 042-559-2568

医療法人社団豊信会　草花クリニック 東京都あきる野市草花2724 042-558-7127

公立阿伎留医療センター 東京都あきる野市引田78-1 042-558-0321

医療法人社団賢秀会　小机クリニック 東京都あきる野市小中野160 042-596-3908

近藤医院 東京都あきる野市油平35 042-558-0506

医療法人社団秀仁会　櫻井病院 東京都あきる野市原小宮1-14-11 042-558-7007

医療法人社団桜幸会　さくらクリニック 東京都あきる野市野辺1003 042-559-0118

医療法人社団優和会　佐藤内科循環器科クリニック 東京都あきる野市秋川2-5-1 042-550-7831

医療法人社団蹊洋会　
朱膳寺内科クリニック 東京都あきる野市秋留1-1-10 
042-550-7330


医療法人社団　鈴木内科 東京都あきる野市舘谷156-2 042-596-2307

瀬戸岡医院 東京都あきる野市二宮1240 042-558-3930

医療法人社団仁葉会　葉山医院 東京都あきる野市引田552 042-558-0543

医療法人社団昭公会　樋口クリニック 東京都あきる野市秋川3-7-5 042-559-8122

医療法人社団幸誠会　星野小児科内科クリニック 東京都あきる野市小川東1-19-20-1F 042-559-7332

医療法人社団あすく　まつむらこどもクリニック 東京都あきる野市引田225　
丸徳ビル101 042-559-3322

米山医院 東京都あきる野市二宮1133 042-558-9131

馬場内科クリニック 東京都西多摩郡日の出町大久野
1062番地1 042-597-0550

日の出ヶ丘病院 東京都西多摩郡日の出町大久野
310番地 042-597-0811

大久野病院 東京都西多摩郡日の出町大久野
6416番地 042-597-0873

檜原村国民健康保険檜原診療所 東京都西多摩郡檜原村2717番地 042-598-0115

奥多摩病院 東京都西多摩郡奥多摩町
氷川１１１１ 0428-83-2145

双葉会診療所 東京都西多摩郡奥多摩町海沢５００ 0428-83-3454

川辺医院 東京都西多摩郡奥多摩町氷川１７７ 0428-83-2136

古里診療所 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波８２ 0428-85-2226

アカシアクリニック 東京都日野市日野本町4-1-9
エンジュ1Ｆ 042-587-8616

朝比奈クリニック 東京都日野市高幡15 042-506-5117

医療法人社団方伎会
石川クリニック 東京都日野市高幡6-3 042-593-8113
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いしかわ内科医院 東京都日野市豊田4-34-7
オーチャード1階 042-589-2244

石田クリニック 東京都日野市日野1027-1
ＭＩＹＡＢＩ　ＢＬＤＧ． 2Ｆ 042-843-2608

医療法人社団明康会
石塚医院 東京都日野市多摩平2-3-4
オリエント丹野マンション豊田 042-584-4111

医療法人社団徹緑会
井上クリニック 東京都日野市高幡145
岡崎ビル201 042-593-8988

牛尾医院 東京都日野市平山6-5-13 042-591-2001

医療法人社団順松会
おおしろクリニック 東京都日野市神明3-6-16
アメニティ明和館1F-1 042-589-6780

医療法人社団回心会
回心堂第二病院 東京都日野市万願寺2-34-3 042-584-0099

くちらクリニック 東京都日野市日野台5-19-2 042-583-6515

医療法人社団青秀会
グレイス病院 東京都日野市宮248 042-584-5119

京王平山クリニック 東京都日野市平山2-37-8 042-592-5111

医療法人社団康明会
康明会病院 東京都日野市豊田2-32-1 042-584-5251

医療法人社団康明会
康明会ホームケアクリニック 東京都日野市日野1451-1
シルバービレッジ日野クリニックビル1Ｆ 042-589-0009

医療法人社団小林医院 東京都日野市豊田4-34-4 042-581-0433

小松医院 東京都日野市多摩平4-9-1 042-581-0474

さいとう内科クリニック 東京都日野市南平4-10-4　2-B 042-591-0100

医療法人社団佐々木クリニック
佐々木クリニック多摩平 東京都日野市多摩平1-8-10 042-585-2591

医療法人社団佐々木クリニック
佐々木クリニック豊田 東京都日野市東平山3-1-1 042-585-8063

塩谷医院 東京都日野市日野1077-33 042-581-0158

医療法人社団清光会
柴山内科医院 東京都日野市南平5-1-21 042-594-3688

医療法人社団仁智会
鈴木内科クリニック 東京都日野市高幡1009-7
TIKビル2F 042-599-7021

医療法人社団桃實会
青和クリニック 東京都日野市新井3-3-20 042-594-1900

関根クリニック 東京都日野市多摩平3-12-3
福博ビル クレセントハイツ1Ｆ 042-843-2383

医療法人社団大日会
太陽クリニック 東京都日野市多摩平2-5-1
クレヴィア豊田ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ110 042-843-1686

高品クリニック 東京都日野市日野本町1-12-13 042-583-7822

高瀬内科クリニック 東京都日野市新町1-20-3
エスペラール1Ｆ 042-582-7228

たかなしクリニック 東京都日野市新町1-22-5
シャルマンビル101 042-585-2347

医療法人社団晴和会
高幡駅前川崎クリニック 東京都日野市高幡1000-2
三井住友銀行高幡不動ビル6Ｆ 042-599-0036

高幡内科 東京都日野市高幡1001-3
プレミール高幡3Ｆ 042-591-2848

多摩平小児科 東京都日野市多摩平7-6-3 042-584-6002

医療法人社団充会
多摩平の森の病院 東京都日野市多摩平3-1-17 042-843-1777

寺田医院 東京都日野市落川2011-11 042-591-2852

中井内科クリニック 東京都日野市万願寺5-6-14
カレラエイト1Ｆ 042-583-7675

医療法人社団中川クリニック 東京都日野市南平7-18-11 042-594-0313

医療法人社団フレア
にしくぼクリニック 東京都日野市石田2-9-21 042-589-3532

医療法人社団正永会
ニシムラ整形外科 東京都日野市万願寺1-13-5 042-587-2220

野田医院 東京都日野市豊田3-27-8 042-581-0435

医療法人社団厚潤会
花輪病院 東京都日野市日野本町3-14-15 042-582-0061

原クリニック 東京都日野市程久保3-18-30 042-591-6613

医療法人社団一慶会
原脳神経外科クリニック 東京都日野市多摩平1-3-14-1F 042-514-8550

医療法人社団土方クリニック 東京都日野市万願寺1-13-1 042-587-7171

日野医院 東京都日野市日野本町4-3-1 042-581-0309

日野市立病院 東京都日野市多摩平4-3-1 042-581-2677

医療法人社団健生会
日野台診療所 東京都日野市日野台4-26-16 042-581-6175

医療法人社団のぞみの朋
日野のぞみクリニック 東京都日野市日野本町2-14-9
三浦レジデンス105号 042-843-1445

医療法人社団心施会
平山城址腎クリニック 東京都日野市平山5-38-1
平山城址公園駅前ビル 042-599-2311

福岡医院 東京都日野市南平8-10-27 042-591-3600

堀井内科クリニック 東京都日野市多摩平2-5-3
豊田パールハイツ1F 042-589-0730

松浦医院 東京都日野市大坂上2-7-15 042-581-0463

医療法人社団草和会
松田整形外科医院 東京都日野市百草999
百草医療センター内 042-593-8175

医療法人社団緑のこころ
南平山の上クリニック 東京都日野市南平8-4-26 042-599-7877

百草園駅前クリニック 東京都日野市百草204-1
ガーデンビュー石神D1　 042-599-3266
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もぐさ園三沢台診療所 東京都日野市三沢2-12-13 042-592-0466

医療法人社団平成優和会
百草の森ふれあいクリニック 東京都日野市百草1042-22 042-599-7068

望月医院 東京都日野市多摩平6-31-4 042-581-0504

医療法人社団もりくぼ会
森久保クリニック 東京都日野市高幡328
森久保医療モール101 042-594-6778

医療法人社団報健会
胃腸内科・下肢静脈瘤　森末クリニック 東京都日野市多摩平1-4-19 042-589-3030

医療法人社団山本クリニック 東京都日野市神明4-24-1 042-584-5633

田村クリニック 東京都多摩市落合１―３２―１ペペリビル４・５F 042-356-0677

あたごクリニック 東京都多摩市愛宕４―５３―１―２０５ 042-374-7700

多摩永山腎・内科クリニック 東京都多摩市永山１―４ グリナード永山５１０ 042-311-2417

宮国医院 東京都多摩市永山１―４ グリナード永山５Ｆ 042-376-4747

多摩みなみクリニック 東京都多摩市永山１―７―８ 042-311-4415

斉藤内科呼吸器科 東京都多摩市永山４―２―６―２０２ 042-373-2522

鈴木内科胃腸科 東京都多摩市永山５―４―１０ 042-371-2760

和光内科胃腸科 東京都多摩市永山６―６―１ 042-311-7311

長谷川クリニック 東京都多摩市貝取１―１５―１１ 042-337-0166

あいクリニック 東京都多摩市貝取１４３１―３ 042-375-9581

松田医院 東京都多摩市貝取１―４８―１ 042-373-3205

貝取内田医院 東京都多摩市貝取１―５２―１ ノーブル貝取１F 042-389-3646

やはの内科・胃腸科クリニック 東京都多摩市関戸１―１１―９ 桜ケ丘富沢ビル６Ｆ 042-356-3761

せいせきサトウクリニック 東京都多摩市関戸１―７―５ 京王聖蹟桜ケ丘Ｓ・Ｃ　Ｃ館１Ｆ 042-337-2715

平賀診療所 東京都多摩市関戸２―１０―１０ 042-375-7154

桜ヶ丘神経内科クリニック 東京都多摩市関戸２―３９―１２ 桜ケ丘ＮＫビル７Ｆ 042-374-6511

佐藤医院 東京都多摩市関戸３―４―５ 042-375-7980

まさ内科クリニック 東京都多摩市関戸４―７２ 聖蹟桜ケ丘オーパ５F 042-355-2300

佐々部医院 東京都多摩市関戸４―９―２ ｺﾝﾌｫｰﾄ聖蹟１･２F 042-375-7313

松田健身クリニック 東京都多摩市桜ケ丘２―１０―１７ 042-375-3337

多摩クリニック 東京都多摩市諏訪５―１０―１ 042-375-7753

中村内科医院 東京都多摩市諏訪５―１０―７ 042-375-7757

天本病院 東京都多摩市中沢２―５―１ 042-310-0333

新垣内科外科クリニック 東京都多摩市鶴牧１―２４―１ 新都市センタービル３Ｆ 042-373-0514

井上内科クリニック 東京都多摩市鶴牧２―２４―１２ 042-372-3660

からきだ駅前クリニック 東京都多摩市唐木田１―１―７ プラザ唐木田１０４ 042-376-3800

若生脳神経外科 東京都多摩市唐木田１―５３―９ 唐木田センタービル１Ｆ 042-373-1160

大池内科クリニック 東京都多摩市東寺方１―２―２ トータルビル２Ｆ 042-355-7001

渡辺クリニック 東京都多摩市豊ケ丘５―８―１ 042-371-3321

北澤ニュータウンクリニック 東京都多摩市愛宕４―１７―１　リエス多摩センター１階 042-376-3112

武島内科クリニック 東京都多摩市落合３―１１―３ 042-338-5665

深谷内科 東京都多摩市落合４―９―３ 042-372-3311

吉沢クリニック 東京都多摩市落合６―１５―２５ 042-373-2340

椎の木内科クリニック 東京都多摩市落合６―１５―４ 第５椎の木ビル 042-337-5711

布施川医院 東京都多摩市落川１３２９ 042-373-5858

みゆきクリニック 東京都多摩市連光寺１―８―３ 042-372-4853

多摩中央病院 東京都多摩市連光寺２―６２―２ 042-374-2111

聖ヶ丘病院 東京都多摩市連光寺２―６９―６ 042-338-8111

大塚診療所 東京都多摩市和田２０００―１２ 内田ビル２Ｆ 042-311-1234

関谷クリニック 東京都多摩市和田３―２―４ 042-374-9888

ひとみタウンケアクリニック 東京都多摩市諏訪１―６５―１　永山ハウス１０１ 042-338-3281

多摩センタークリニックみらい 東京都多摩市落合１―３８　マグレブパーキングビル１階 042-316-8570

多摩センターレディースクリニック 東京都多摩市鶴牧１―２２―２多摩メディカルビルディング２Ｆ 042-375-5122

あいクリニック中沢 東京都多摩市中沢２―５―３　ゆいま～るＡ棟　１階 042-311-2820

多摩かぜまち内科クリニック 東京都多摩市諏訪２―２　Brillia多摩ニュータウンB棟１００号室042-338-6611
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多摩ゆうあいクリニック 東京都多摩市鶴牧１―１―１４コージィーコート１階 042-310-1881

あべ多摩センター内科 東京都多摩市鶴牧１―２２―２多摩メディカルビルディング２Ｆ 042-373-7755

永山内科クリニック 東京都多摩市乞田１４２６ＫＴＡビル２階 042-338-2355

多摩永山高田クリニック 東京都多摩市貝取３―６医療モール永山３階 042-400-5145

山善内科内科クリニック 東京都多摩市一ノ宮４―４０―３聖蹟桜ケ丘ガーデンハウス１０２042-372-5588

医療法人社団　めぐみ会
めぐみクリニック 東京都多摩市落合１―４４―４０１ 042-311-1566

つるまき八木クリニック 東京都多摩市鶴牧５―４―１ 042-319-3449

稲城市立病院 東京都稲城市大丸1171 042-377-0931

菊池医院 東京都稲城市百村103-1 042-378-3333

高クリニック 東京都稲城市平尾1-54-20 042-331-8201

向陽台クリニック 東京都稲城市向陽台5-5-3 042-378-6677

（医社）矢野口クリニック 東京都稲城市矢野口380-2-101 042-379-0939

（医社）桜井医院 東京都稲城市押立1254-1 042-378-3224

（医社）簡野クリニック 東京都稲城市平尾1-50-20 042-331-8570

（医社）聖章会稲城診療所 東京都稲城市大丸118 042-377-6128

東長沼クリニック 東京都稲城市東長沼1726-16 042-379-4851

（医社）彩明会平尾内科クリニック 東京都稲城市平尾3-7-26 042-331-8221

あべ内科クリニック 東京都稲城市東長沼3107-1 042-379-4870

こせき内科クリニック 東京都稲城市矢野口730-1 042-377-0035

若葉台クリニック 東京都稲城市若葉台2-4-4
若葉台駅前ＫＭビル 042-350-6075

谷平医院 東京都稲城市矢野口277-2 042-377-6433

かじわら内科泌尿器科クリニック 東京都稲城市矢野口1541
アーバンシャトル1Ｆ 042-370-8770

菜の花クリニック 東京都稲城市東長沼450-30 042-313-9272

（医社）慶心会稲城腎・内科クリニック 東京都稲城市東長沼3106-1
ベェルヴェル稲城1Ｆ 042-370-7611

長峰クリニック 東京都稲城市長峰2-2-2 042-350-7171

稲城癒しの森内科クリニック 東京都稲城市大丸936-1 042-379-8880

稲城わかばクリニック 東京都稲城市百村1604-7 042-370-0530

新百合ヶ丘あゆみクリニック 東京都稲城市平尾1-24-7
プレミアリンジュＲ-３ 042-350-5575

なかお内科クリニック 東京都稲城市東長沼3108
京王リトナード稲城3F 042-401-5836

いなぎ駅前クリニック 東京都稲城市百村1607 042-378-1570

（医社）研精会稲城台病院 東京都稲城市若葉台3-7-1 042-331-5531

（医）河北医療財団あいクリニック平尾 東京都稲城市平尾3-7-4
コーシャハイム1F 042-350-5062

もりや脳神経クリニック 東京都稲城市平尾1-33-34 042-350-3885

稲城在宅療養クリニック 東京都稲城市東長沼3106-3
オークプラザ6D 042-401-5770

医療法人社団博真会かねしげクリニック 東京都国立市東2-5-13 042-580-7811

松尾医院 東京都国立市東3-13-29 042-576-1612

国立駅前腎クリニック 東京都国立市中1-9-1　増田ビル3F 042-576-1511

国立中央診療所 東京都国立市中1-14-10 042-576-0606

三多摩医療生活協同組合くにたち南口診療所 東京都国立市中1-16-25　
ｼｬﾄﾚｸｲﾝﾃｽ国立1F 042-577-8953

岡産婦人科 東京都国立市中1-18-13 042-572-0368

臼井医院 東京都国立市中2-17-1 042-572-1080

広瀬医院 東京都国立市西1-12-1 042-575-0151

国立聖林クリニック 東京都国立市西2-10-10　
国立ｵﾘｴﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ101号室 042-580-6102

医療法人社団つくし会新田クリニック 東京都国立市西2-26-29 042-574-3355

北沢内科クリニック 東京都国立市北1-7-4　
国立HAUS　1F 042-575-2411

ゆきさだ内科 東京都国立市北2-19-20 042-580-2217

谷保駅前相互診療所 東京都国立市富士見台1-17-36 042-576-3896

水永医院 東京都国立市富士見台1-40-6 042-576-8800

医療法人社団健明会谷保北口内科 東京都国立市富士見台2-18-8 042-577-7501

矢川クリニック 東京都国立市富士見台3-36-6　
ﾎﾜｲﾄｾﾝﾁｭﾘｰ三田101 042-580-5358

大久保医院 東京都国立市谷保7224 042-572-7775
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さくら通りクリニック 東京都国立市富士見台3-22-25 042-580-0075

国立内科クリニック 東京都国立市東1-4-13　
COI国立ﾋﾞﾙ7F 042-580-1024

医療法人社団ユスタウ゛ィア　クリニックみらい国立 東京都国立市東1-6-9　ﾅｶﾀﾆﾋﾞﾙ 042-505-7560

国立さくら病院 東京都国立市東1-19-10 0570-000-652

医療法人社団碧桐会国立駅前あき乃クリニック 東京都国立市北1-7-1　
ｸﾚｯｾﾝﾄ国立ﾃﾞｨｱﾅﾌﾟﾚｲｽ126 042-580-1255

国立ふじみ内科 東京都国立市富士見台2-45-12　
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ国立101-A 042-571-9900

富士見台すずきクリニック 東京都国立市富士見台2-9-2　
ｳﾞｪﾙﾃﾞｽ国立1F 042-843-0564

松田内科クリニック 東京都国立市富士見台4-41-1　
ｸﾞﾗﾝｿｼｴ国立　ｳｴｽﾄｳｲﾝｸﾞ139号A 042-573-0010

医療法人社団祥白会河井内科 東京都国立市東1-8-6　
国立メディカルセンター 042-580-0117

医療法人社団西田会西田医院 東京都国立市中１-２０-４ 042-572-0517

国立の森ファミリークリニック 東京都国立市中1-17-26 振興第二ビル2階 042-573-7070

松本脳神経外科内科クリニック 東京都狛江市和泉本町1-2-10 03-5438-2657

西川クリニック 東京都狛江市和泉本町1-6-1 03-3480-2349

藤川医院 東京都狛江市和泉本町2-16-5 03-3489-3859

岩瀬外科内科 東京都狛江市和泉本町3 -3-18 03-3489-3830

やまだ総合内科クリニック 東京都狛江市和泉本町3-27-10 03-5761-5801

かとうクリニック 東京都狛江市中和泉 1-1-1-4F 03-3430-9911

石倉内科クリニック 東京都狛江市中和泉1-8-3-1F 03-5761-8891

かたやま内科クリニック 東京都狛江市中和泉 5-1-20 03-3488-6051

松岡医院 東京都狛江市中和泉 5-10-18 03-3480-4122

岩下医院 東京都狛江市中和泉 5-20-11 03-3489-3577

かじわらハートクリニック 東京都狛江市中和泉 5-17-27 03-5761-9091

ファミリークリニックはら 東京都狛江市元和泉1-4-4-2F 03-3480-3992

染谷クリニック 東京都狛江市元和泉1-5-19
リベルタ狛江1階 03-3488-3000

佐藤診療所 東京都狛江市東和泉 1-3-14 03-3489-1771

和泉多摩川クリニック 東京都狛江市東和泉 3-3-9 03-5497-1238

いずみたまがわ整形外科 東京都狛江市東和泉 3-3-15 03-3430-7116

小幡医院 東京都狛江市猪方 3-23-1 03-3489-6005

東京多摩クリニック 東京都狛江市岩戸南 2-2-3 03-3489-3191

秋山医院 東京都狛江市岩戸南 2-11-9 03-3489-8563

喜多見駅前内科クリニック 東京都狛江市岩戸北2-19-13-102 03-3488-7820

こしじまクリニック 東京都狛江市岩戸北3-12-13-101 03-3488-6083

近藤医院 東京都狛江市東野川 1-13-7 03-3489-1035

柏田内科クリニック 東京都狛江市西野川 1-15-19 03-3430-0222

一の橋内科・循環器内科 東京都狛江市岩戸南1-4-11 03-3430-1214

松本脳神経外科内科クリニック 東京都狛江市和泉本町1-2-10 03-5438-2657

西川クリニック 東京都狛江市和泉本町1-6-1 03-3480-2349

藤川医院 東京都狛江市和泉本町2-16-5 03-3489-3859

岩瀬外科内科 東京都狛江市和泉本町3 -3-18 03-3489-3830

やまだ総合内科クリニック 東京都狛江市和泉本町3-27-10 03-5761-5801

かとうクリニック 東京都狛江市中和泉 1-1-1-4F 03-3430-9911

石倉内科クリニック 東京都狛江市中和泉1-8-3-1F 03-5761-8891

かたやま内科クリニック 東京都狛江市中和泉 5-1-20 03-3488-6051

松岡医院 東京都狛江市中和泉 5-10-18 03-3480-4122

岩下医院 東京都狛江市中和泉 5-20-11 03-3489-3577

かじわらハートクリニック 東京都狛江市中和泉 5-17-27 03-5761-9091

ファミリークリニックはら 東京都狛江市元和泉1-4-4-2F 03-3480-3992

染谷クリニック 東京都狛江市元和泉1-5-19
リベルタ狛江1階 03-3488-3000

佐藤診療所 東京都狛江市東和泉 1-3-14 03-3489-1771

和泉多摩川クリニック 東京都狛江市東和泉 3-3-9 03-5497-1238

いずみたまがわ整形外科 東京都狛江市東和泉 3-3-15 03-3430-7116

東京都91



実施機関名 所在地 電話番号

小幡医院 東京都狛江市猪方 3-23-1 03-3489-6005

東京多摩クリニック 東京都狛江市岩戸南 2-2-3 03-3489-3191

秋山医院 東京都狛江市岩戸南 2-11-9 03-3489-8563

喜多見駅前内科クリニック 東京都狛江市岩戸北2-19-13-102 03-3488-7820

こしじまクリニック 東京都狛江市岩戸北3-12-13-101 03-3488-6083

近藤医院 東京都狛江市東野川 1-13-7 03-3489-1035

柏田内科クリニック 東京都狛江市西野川 1-15-19 03-3430-0222

一の橋内科・循環器内科 東京都狛江市岩戸南1-4-11 03-3430-1214

医療法人社団総合会武蔵野中央病院 東京都小金井市東町1－44－26 0422-31-1231

社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 東京都小金井市桜町1－2－20 042-383-4111

大見医院 東京都小金井市梶野町5－5－6 042-385-2272

医療法人社団恩知会和田クリニック 東京都小金井市本町1―6－2－112 042-381-1112

医療法人社団隆誠会宮本内科医院 東京都小金井市中町3－7－4 042-381-2219

医療法人社団汎愛堂小松外科胃腸科 東京都小金井市本町2－20－20 042-381-3346

友利内科クリニック 東京都小金井市本町3－10－13　
フジビル1F 042-385-7101

丸茂医院 東京都小金井市本町2-12-1 042-383-2232

医療法人社団一白会菊地脳神経外科・整形外科 東京都小金井市東町3－12－11 0422-31-1220

武蔵小金井クリニック 東京都小金井市本町5－19－33 042-384-0080

久滋医院 東京都小金井市梶野町4－5－7 042-383-2078

むさし小金井診療所 東京都小金井市本町1－15－9 042-382-9111

浅沼整形外科 東京都小金井市本町2－10－20 042-381-2606

共立診療所 東京都小金井市本町6－9－38 042-383-5111

医療法人社団汎和会　　さいとう医院 東京都小金井市東町4－21－10 042-380-5510

ひらた循環器クリニック 東京都小金井市本町5－40－3　 042-401-6157

くろだ内科クリニック 東京都小金井市貫井北町3－27－7 042-386-7288

医療法人社団壮明会山崎内科医院 東京都小金井市緑町5－12－17 042-381-1462

前原診療所 東京都小金井市前原町3－17－1 042-381-1702

石川クリニック 東京都小金井市中町2-1-35　
ﾏ･ﾒｿﾞﾝ21１F 042-386-3386

医療法人社団鶴亀会小金井つるかめクリニック 東京都小金井市本町6-14-28-301 042-386-3757

かわべ内科クリニック 東京都小金井市緑町2-2-1 042-401-1860

医療法人社団翠幸会小沢医院 東京都小金井市中町4－12－1 042-381-8433

東小金井クリニック 東京都小金井市梶野町2－1－2　１F 0422-56-8630

新こがねい呼吸器内科 東京都小金井市東町4-8-13　
登川ビル１F 042-380-9080

東小金井さくらクリニック 東京都小金井市東町4-37-26 042-382-3888

医療法人社団うちやまクリニック 東京都小金井市東町4－43－15
 MKｼﾞェﾑｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F 042-382-1715

清水医院 東京都小金井市本町4-19-16 042-384-1212

医療法人社団和修会竹田内科クリニック 東京都小金井市貫井南町5－20－13 042-381-6627

医療法人社団昭彩会待山医院 東京都小金井市緑町2－17－10 042-384-5421

はぎクリニック 東京都小金井市本町1-18-3　
ユニーブル武蔵小金井スイート203B 042-387-1603

医療法人社団公懌会小金井メディカルクリニック 東京都小金井市本町5-15-9 
栄ハイツエクシード2階 042-401-2938

ひがこ北口内科クリニック 東京都小金井市梶野町5-11-5 
パピスプラザ2階 042-401-2353

久我治子クリニック 東京都小金井市本町5－9－5 042-384-3461

やすたけ内科クリニック 東京都小金井市梶野町5-3-6-101 042-388-8880

東小金井くろだ内科医院 東京都小金井市梶野町4－11－13 0422-53-5666

小金井ファミリークリニック 東京都小金井市本町1－13－13 042-382-3633

小金井太陽病院 東京都小金井市本町1－9－17 042-383-5511

あさひ国分寺内科 東京都国分寺市南町3-1-29 042-322-4130

医療法人社団 芦谷医院 東京都国分寺市西恋ヶ窪2-17-14 042-321-3678

新川医院 東京都国分寺市光町1-39-13 042-572-7850

伊佐治内科 東京都国分寺市戸倉4-45-5 042-300-1347

いわいクリニック 東京都国分寺市南町3-9-25-115 042-325-1102
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岡﨑クリニック 東京都国分寺市南町3-11-13　ｱｰﾊﾞﾝﾎｰﾑｽﾞ国分寺1階 042-359-6199

奥山内科クリニック 東京都国分寺市泉町3-7-14　ｺｰﾎﾟ蘭103号室 042-321-1115

加藤内科クリニック 東京都国分寺市西恋ヶ窪4-16-11 042-321-2110

くろさわ子ども＆内科クリニック 東京都国分寺市本多3-7-25 042-323-9630

三多摩医療生活協同組合 国分寺診療所 東京都国分寺市本町4-12-14 042-325-0766

国分寺内科クリニック 東京都国分寺市本町2-2-1 cocobunji EAST 2階 042-322-1071

医療法人社団啓医会 国分寺内科中央病院 東京都国分寺市東元町2-3-19 042-322-0131

社会医療法人社団健生会 国分寺ひかり診療所 東京都国分寺市光町3-13-34 042-573-4011

社会福祉法人浴光会国分寺病院 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-2 042-322-0123

小林内科医院 東京都国分寺市本町1-7-3　国分寺ｸﾘﾆｯｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ2階 042-300-2072

医療法人社団観桜会 さくら医院 東京都国分寺市本多1-3-15 042-320-5377

たかの内科・脳神経外科クリニック 東京都国分寺市本町2-10-9　島田ﾋﾞﾙ2階 042-312-4110

医療法人社団 高橋内科クリニック 東京都国分寺市東恋ヶ窪6-2-6　ﾁｻｶ第一ﾋﾞﾙ1階 042-322-7676

田野入内科クリニック 東京都国分寺市日吉町3-15-22　日吉町ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階 042-327-3332

多摩メディカルクリニック 東京都国分寺市本町3-11-14　ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｱ国分寺2階 042-301-3001

知念医院 東京都国分寺市東元町3-31-8 042-321-1076

なおはら内科・循環器科クリニック
東京都国分寺市西恋ヶ窪2-2-1　ﾋﾞｰﾝｽﾞｱﾈｯｸｽ西国分寺3
階

042-328-7100

医療法人社団南山寿会 中島内科クリニック 東京都国分寺市本町3-13-1 042-327-3888

医療法人社団栄会 にしおクリニック 東京都国分寺市西恋ケ窪4-30-3　恋ヶ窪ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階 042-320-5580

西国分寺クリニック 東京都国分寺市西恋ヶ窪3-24-3　小泉ﾋﾞﾙ1階 042-326-7011

医療法人社団仁照会 のむらクリニックスクエア 東京都国分寺市本多1-8-3 042-325-0087

医療法人社団 波多野クリニック 東京都国分寺市南町2-1-36　国分寺ｿｶﾞﾋﾞﾙ2階 042-324-2757

医療法人社団蛍仁会 東元町内科クリニック 東京都国分寺市市東元町4-14-1　東元町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階 042-324-5688

医療法人社団徳正会 ﾘｳﾏﾁ科・ｱﾚﾙｷﾞ科ひらまつ内科 東京都国分寺市南町2-17-5　恵ﾋﾞﾙ1階 042-301-1111

福沢内科 東京都国分寺市北町5-7-2 042-324-7119

ふじまきクリニック 東京都国分寺市本多2-1-1山本ﾋﾞﾙ1階 042-328-1598

医療法人社団緑杉会 本町クリニック 東京都国分寺市本町2-7-10　ｴｯｾﾝﾋﾞﾙ2階 042-324-6643

医療法人社団実幸会 武蔵国分寺公園クリニック
東京都国分寺市西元町2-16-34　ｻﾞ･ﾗｲｵﾝｽﾞ武蔵国分寺公
園127

042-320-4970

やながわ内科クリニック 東京都国分寺市泉町2-9-3　泉ﾋﾞﾙ3階 042-320-5055

山口医院 東京都国分寺市戸倉2-11-55 042-322-0121

山﨑小児科 東京都国分寺市富士本2-1-28 042-573-1181

山﨑内科 東京都国分寺市富士本2-1-28 042-573-1181

行野医院 東京都国分寺市戸倉2-26-16 042-572-4416

医療法人社団　村山診療所 東京都武蔵村山市緑が丘1492番地47-28 042-561-1341

医療法人社団健剛会
おぜきクリニック 東京都武蔵村山市大南2-39-1 042-563-7001

医療法人社団下田会　下田医院 東京都武蔵村山市三ツ木3-16-1 042-560-6387

医療法人社団昭成会　半田医院 東京都武蔵村山市大南3-54-16 042-564-8649

医療法人社団千州会
ちかま医院 東京都武蔵村山市榎3-40-15 042-565-1265

医療法人社団もかほ会
武蔵村山さいとうクリニック 東京都武蔵村山市大南3-68-3 042-590-2266

岩田小児科医院 東京都武蔵村山市緑が丘1492番地50-58 042-562-0871

かめい内科・外科クリニック 東京都武蔵村山市残堀２－１４－１ 042-531-8998

社会医療法人財団大和会
武蔵村山病院 東京都武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111

社会医療法人社団健生会
大南ファミリークリニック 東京都武蔵村山市大南2-1-8 042-590-0373

田島内科クリニック 東京都武蔵村山市中央3-50-1 042-561-0006

中藤診療所 東京都武蔵村山市大南2-47-27 042-562-3098

藤田医院 東京都武蔵村山市岸1-25-1 042-560-0363

医療法人社団貞俊会　向日葵クリニック（水野医院） 東京都武蔵村山市学園3-88-2 042-562-1983

三ツ藤内科クリニック 東京都武蔵村山市三ツ藤2-9-1　
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三ツ藤1F 042-520-2055

北條医院 東京都武蔵村山市残堀4-113-1 042-560-3541

奥住循環器内科クリニック 東京都武蔵村山市榎2-85-1 042-565-7123

医療法人社団正洋会
アイエスクリニック 東京都東大和市奈良橋6-885-14 042-563-1881
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浅香医院 東京都東大和市湖畔1-1043-39 042-563-4397

医療法人社団健有会
有村クリニック 東京都東大和市南街4-10-6 042-590-0377

医療法人社団
安藤内科クリニック 東京都東大和市清水2-809-36　 042-561-3671

医療法人社団
石山医院 東京都東大和市南街1-32-4 042-590-5688

石山内科・ペインクリニック 東京都東大和市南街1-39-9 042-563-1027

今井医院 東京都東大和市南街5-36-8 042-561-3753

医療法人社団杢心会
内野医院 東京都東大和市蔵敷1-429 042-561-3009

青梅橋医院 東京都東大和市向原6-1408-22 042-561-3311

医療法人社団伸樹会
おさか内科・整形外科 東京都東大和市上北台1-2-14 
上北台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2･3階 042-567-8250

医療法人社団大雄会
かわかみクリニック 東京都東大和市南街5－97－9 
ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ東大和3Ｆ 042-590-2626

桜が丘内科クリニック 東京都東大和市桜が丘2-204-3 042-569-8632

医療法人社団昭美会
新城医院 東京都東大和市上北台3-446-15 042-565-3161

医療法人社団英友会
高橋医院 東京都東大和市立野2-3-17 042-565-7001

たけもとクリニック 東京都東大和市清水6-1257-3 042-843-7157

辻クリニック 東京都東大和市向原6-1201-17 　
東大和ﾒﾃﾞｨｶﾙ2階 042-590-0801

徳永医院 東京都東大和市桜が丘3-44-14   
桜が丘団地7-104 042-565-7207

医療法人社団幸睦会
南街診療所 東京都東大和市南街5-30-7 042-561-3321

医療法人社団忍会
野口医院 東京都東大和市芋窪3-1629 042-561-3010

医療法人社団
東大和循環器科内科 東京都東大和市奈良橋5-772-7 042-562-9999

医療法人社団欅会
東大和南街クリニック 東京都東大和市南街4-2-8 042-563-5201

医療法人社団碧桐会
メディカルボックス東大和 東京都東大和市向原2-1-19 2階 042-516-9955

山手クリニック 東京都東大和市清原1-1　  
北16店舗 042-561-1866

横山内視鏡外科医院 東京都東大和市向原2-1047-8 042-562-1364

（医社）喜幸会
かわぐちクリニック 東京都東村山市本町2-3-2
ｴﾐﾈﾝｽ東村山 042-397-3741

東村山ネフロクリニック 東京都東村山市本町2-4-61
ｸﾚｽﾄﾊｲﾑ1F2F 042-394-2128

池田内科医院 東京都東村山市本町2-20-26 042-391-5581

駅前ハート内科 東京都東村山市野口町1-24-33
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊｲﾂ1階 042-394-0534

ワンズタワーすこやかクリニック 東京都東村山市野口町1-46
ﾜﾝｽﾞﾀﾜｰ4F 042-399-0122

（社福）白十字会
東京白十字病院 東京都東村山市諏訪町2-26-1 042-391-6111

（公財）結核予防会
新山手病院 東京都東村山市諏訪町3-6-1 042-391-1425

廻田クリニック 東京都東村山市廻田町1-31-54 042-390-4600

（医社）健永会
久米川内科循環器クリニック 東京都東村山市栄町1-4-26
清光ビル202 042-313-7663

（医社）桜陽緑会
水谷医院 東京都東村山市栄町1-13-1 042-390-5522

（医社）正樹会
オーク・クリニック 東京都東村山市栄町2-7-15 042-395-1550

小原クリニック 東京都東村山市栄町2-32-20 042-395-0771

（社福）緑風会
緑風荘病院 東京都東村山市萩山町3-31-1 042-392-1101

北多摩生協診療所 東京都東村山市本町4-2-32
ﾄﾞﾙﾁｪ久米川 042-393-5903

久保クリニック 東京都東村山市恩多町1-30-1 042-390-3477

（医社）有明会
万年橋たかやまクリニック 東京都東村山市恩多町3-22-40 042-313-3777

酒井医院 東京都東村山市青葉町2-1-36 042-393-6901

（医社）今井クリニック 東京都東村山市秋津町2-23-2 042-393-7880

（医社）愛結会
愛の泉診療所 東京都東村山市秋津町3-12-3 042-394-4836

栄光会第一診療所 東京都東村山市秋津町5-8-84 042-391-2418

（医社）まつたに内科クリニック 東京都東村山市秋津町5-9-4 042-399-2022

（医社）愛生堂
新秋津前村クリニック 東京都東村山市秋津町5-36-37 042-399-1919

（医社）美永会
美住クリニック 東京都東村山市美住町1-20-1 042-392-9110

栗須医院 東京都東村山市美住町2-18-36 042-391-5186

（医財）西武中央病院 東京都東村山市富士見町1-1-43 042-393-1811

藤枝医院 東京都東村山市富士見町5-9-26 042-391-1317

社会福祉法人信愛報恩会　信愛病院 東京都清瀬市梅園2-5-9 042-491-3211

社会福祉法人上宮会　清瀬リハビリテーション病院 東京都清瀬市竹丘3-3-33 042-493-6111
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公益財団法人結核予防会　複十字病院 東京都清瀬市松山3-1-24 042-491-4712

社会福祉法人慈生会　ベトレヘムの園病院 東京都清瀬市梅園3-14-72 042-491-2525

医療法人財団保養会　竹丘病院 東京都清瀬市竹丘2-3-7 042-491-6111

医療法人財団　織本病院 東京都清瀬市旭が丘1-261 042-491-2121

医療法人社団幾瀬会　花園医院 東京都清瀬市松山3-5-14 042-491-0315

医療法人社団華岡会　廣橋小児科・内科医院 東京都清瀬市元町1-5-3 042-493-7400

杉本医院 東京都清瀬市元町2-7-1 042-492-1199

医療法人社団岸清会　清瀬下宿中央診療所 東京都清瀬市下宿2-391-7 042-491-2217

医療法人社団ホスピティウム聖十字会　中島医院 東京都清瀬市元町1-3-45 
玉春堂ﾋﾞﾙ3･4･5F 042-495-6727

宮本医院 東京都清瀬市松山1-42-6 042-491-0547

清瀬診療所 東京都清瀬市元町1-13-27 042-493-2727

北多摩クリニック 東京都清瀬市上清戸2-1-41 042-496-7760

清瀬内科クリニック 東京都清瀬市松山1-2-26 
中村ﾋﾞﾙ2F 042-493-1630

医療法人社団順洋会　武蔵野総合クリニック 東京都清瀬市元町1-8-30 042-497-8571

井上内科クリニック 東京都清瀬市松山1-11-21 
ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄⅠ1F 042-493-3102

医療法人社団　ふじ井内科クリニック 東京都清瀬市元町1-11-14 
第一浅見ﾊｲﾂ1F 042-493-7122

川辺内科クリニック 東京都清瀬市竹丘2-1-3 042-496-3311

宗教法人救世軍　救世軍清瀬病院 東京都清瀬市竹丘1-17-9 042-491-1411

医療法人社団雅会　山本病院 東京都清瀬市野塩1-328 042-491-0706

宇都宮小児科内科クリニック 東京都清瀬市元町1-8-2　
清水ビル3階 042-491-5556

医療法人社団誠徹会　清瀬博済堂クリニック 東京都清瀬市竹丘2-15-15 
中原ビル１階 042-410-0001

医療法人社団椎野会　清瀬元町しいのクリニック 東京都清瀬市元町1-8-19 
アーク清瀬1階 042-493-9880

医療法人社団医心会　酒田クリニック 東京都清瀬市野塩5-280-2 042-496-7328

とみまつ小児科循環器クリニック 東京都清瀬市元町1-1-14
プランドールJ2階 042-497-3456

医療法人社団好仁会滝山病院 東京都東久留米市滝山4-1-18 042-473-3311

長生医院 東京都東久留米市滝山7-3-17 042-473-1117

医療法人社団清清会大波クリニック 東京都東久留米市下里7-6-2 042-473-7355

武田クリニック 東京都東久留米市大門町1-1-24 042-477-5856

医療法人社団鹿島医院 東京都東久留米市南沢4-3-2 042-461-2967

医療法人社団秀宏会清水胃腸科内科 東京都東久留米市本町1-1-11 042-472-8709

古谷消化器科・内科 東京都東久留米市本町3-1-9　
シャインハイツ東久留米１Ｆ　 042-476-4100

医療法人社団実幸会石橋クリニック 東京都東久留米市東本町8-9 042-477-5566

医療法人石筍会山口内科・呼吸器科クリニック 東京都東久留米市本町3-12-2　
ユアコート東久留米１Ｆ 042-472-2386

西都保健生活協同組合富士見通り診療所 東京都東久留米市本町3-3-23 042-471-2291

尾町内科クリニック 東京都東久留米市南町1-6-11 042-460-0531

飯田医院 東京都東久留米市滝山7-15-16 042-472-8181

細井医院 東京都東久留米市東本町4-3 042-471-0130

医療法人尚誠会胃腸科内科松本クリニック 東京都東久留米市下里2-8-21 042-479-7171

医療法人社団潤明会鈴木クリニック 東京都東久留米市南沢5-18-50 042-460-8502

医療法人社団順朋会おざき内科循環器科クリニック 東京都東久留米市幸町4-2-1　
ストリーム90　２階 042-477-0555

医療法人社団実幸会おかの内科クリニック 東京都東久留米市東本町6-15　
平和ビル２Ｆ 042-477-0055

医療法人佑友会ひばりヶ丘診療所 東京都東久留米市学園町2-11-14 042-421-0973

医療法人社団欅会東久留米クリニック 東京都東久留米市新川町2-2-22 042-477-0071

福山内科クリニック 東京都東久留米市新川町1-9-22 042-470-9177

たきぐち内科クリニック 東京都東久留米市前沢4-31-4 042-470-9118

東久留米おだやかメディカルクリニック 東京都東久留米市南沢5-17-62　
イオンモール東久留米２階 042-452-5801

医療法人社団芳緑会前沢医院 東京都東久留米市前沢2-10-9 042-471-0154

医療法人社団祐仁会あだち医院 東京都東久留米市本町3-11-15 042-420-5661

東久留米団地診療所 東京都東久留米市上の原1-4-11-103 042-471-2628

医療法人社団欅会東久留米駅前クリニック 東京都東久留米市本町1-3-6　
グランツビル2F 042-471-5051

医療法人社団レニア会アルテミスウイメンズホスピタル 東京都東久留米市中央町1-1-20 042-472-6111
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医療法人社団幾瀬会いくせ医院 東京都東久留米市新川町1-4-18 042-471-2304

東久留米なごみ内科診療所 東京都東久留米市幸町3-11-14 042-470-7530

水野胃腸クリニック 東京都東久留米市本町3-8-19 042-420-6527

すずのね内科・神経内科 東京都東久留米市前沢4-7-11 042-474-1112

医療法人五麟会黒目川診療所 東京都東久留米市滝山5-27-16 042-420-9853

本町胃腸クリニック 東京都西東京市保谷町４－１１－１９ 042-467-1511

仁徳クリニック 東京都西東京市中町４－７－９ 042-424-6696

池田クリニック 東京都西東京市柳沢２－３－１３　
柳沢２丁目アパート１１０号 042-465-3331

医療法人社団章曜会　宇佐美整形外科医院 東京都西東京市下保谷４－２－１９ 042-423-8228

医療法人社団啓修会　武村クリニック 東京都西東京市東伏見５－９－１４ 042-466-5150

増田医院 東京都西東京市東町５－１－１１ 042-422-6036

医療法人社団曙新泉会　知念医院 東京都西東京市泉町１－１１－１４　
上宿ビル１F 042-467-7788

医療法人社団啓信会　武村医院 東京都西東京市東伏見５－９－１４ 042-462-8556

医療法人社団仁明会　安部医院 東京都西東京市保谷町３－２４－２ 042-461-0781

医療法人社団　さいとう小児科内科クリニック 東京都西東京市下保谷４－２－２１ 042-421-7201

医療法人社団春陽会　大野医院 東京都西東京市柳沢１－４－２６ 042-461-8702

下田内科クリニック 東京都西東京市富士町１－１３－１ 042-478-3508

医療法人財団緑秀会　田無病院 東京都西東京市緑町３－６－１ 042-461-2682

酒枝医院 東京都西東京市北原町２－１－３８ 042-461-4944

医療法人社団はまなす会　芝久保内科小児科クリニック 東京都西東京市芝久保町４－１２－４５ 042-469-6776

坂上医院 東京都西東京市南町３－１７－８ 042-467-4110

医療法人社団一雅会　野田医院 東京都西東京市向台町３－６－１０ 042-467-1810

ひばりヶ丘クリニック 東京都西東京市谷戸町２－１５－１１　
高野ビル１F 042-422-2959

医療法人社団宏智会　中沢耳鼻咽喉科 東京都西東京市谷戸町３－２８－１６　 042-421-3322

田村医院 東京都西東京市田無町７－３－１７ 042-461-8441

医療法人社団ヒマワリ会　畑中医院 東京都西東京市南町３－２２－８ 042-461-3209

整形外科高橋クリニック 東京都西東京市南町５－３－１２ 042-461-8822

医療法人社団東光会　西東京中央総合病院 東京都西東京市芝久保町２－４－
１９ 042-464-1511

医療法人社団慈秀会　石田クリニック 東京都西東京市谷戸町１－２３－１３ 042-421-9905

保谷内科呼吸器科クリニック 東京都西東京市住吉町６－１－２６ 042-458-7870

中山耳鼻咽喉科 東京都西東京市ひばりが丘２－１１－２０ 042-421-4187

竹内内科クリニック 東京都西東京市住吉町４－１６－４ 042-421-6620

医療法人社団吾勢会　指田医院 東京都西東京市田無町４－２－１１ 042-461-1128

藤沼内科クリニック 東京都西東京市富士町４－１８－１１　
フジビル１F         　 042-466-5105

武蔵野ファミリークリニック 東京都西東京市新町１－２－２０ 042-453-8500

馬場医院 東京都西東京市保谷町６－１５－２ 042-462-9177

医療法人社団瑞朋会　富士クリニック 東京都西東京市富士町４－６－９ 042-450-6555

廣川クリニック 東京都西東京市東町４－８－２８　
JUN西東京市１０１　            042-425-6476

医療法人社団昭永会　石川クリニック 東京都西東京市保谷町２－６－１ 042-464-1550

医療法人社団　啓厚会　みわハートクリニック 東京都西東京市東町２－１４－１２　
パラツィーナ保谷１０１ 042-478-6597

医療法人社団明心会　やぎさわ循環器クリニック 東京都西東京市保谷町４－５－６　
野口ビル１F 042-451-5072

医療法人社団三宝会　川村クリニック 東京都西東京市柳沢６－１－１　HBビル２F 042-450-7878

桑原内科クリニック 東京都西東京市下保谷４－１３－２３　
保谷Stメディカルビル２F    042-421-0707

すがひろ内科クリニック 東京都西東京市南町４－３－２　
サウスタウンビル２F　                      042-464-3226

久内医院 東京都西東京市中町２－１－１７ 042-421-3355

ごとう内科 東京都西東京市東伏見２－１－６ 042-450-5100

医療法人社団三碧会　はるクリニック 東京都西東京市谷戸町３－２３－１　
K・ｆｌat１F             　 042-425-1178

小野内科循環器科クリニック 東京都西東京市西原町５－１－８　西原クリニックビル２F　         042-450-5535

医療法人社団広香会　がんぼクリニック 東京都西東京市芝久保町３－３０－１６ 042-465-8774

こみち内科クリニック 東京都西東京市芝久保町１－５－８ハイネス田無弐番館１０４号 042-450-6731

田村クリニック 東京都西東京市東町４－１３－２３メープルヴィレッジ１F 042-422-3925
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医療法人社団翌檜会　ひがき医院 東京都西東京市芝久保町１－１１－１０ 042-462-5521

ひらたあや整形外科クリニック 東京都西東京市新町２－５－３５ 0422-56-8130

たかはし医院 東京都西東京市保谷町３－１１－２５ 042-461-1622

ひろクリニック 東京都西東京市谷戸町３－２６－７ 042-423-2784

保谷北町かなざわファミリークリニック 東京都西東京市北町１－６－１　
レッツビルディング２F 042-439-6916

医療法人社団エキップ　みわ内科クリニック 東京都西東京市下保谷４－１２－２　
メゾン泉１F　                 042-438-7188

ノーブルビルクリニック 東京都西東京市ひばりが丘北３－５－１３ 042-424-5678

医療法人社団ゆずりは　永田外科胃腸内科 東京都西東京市南町４－１２－６ 042-465-8530

医療法人社団敬生会　なかじょう内科 東京都西東京市住吉町３－９－８ひばりヶ丘メディカルプラザ２F 042-438-6117

南しばくぼ診療所 東京都西東京市芝久保町２－２２－３６ 042-461-3764

医療法人社団希照会　ひばりが丘てらむらクリニック 東京都西東京市ひばりが丘３－３－１６ 042-452-3960

医療法人社団　秀友会　ひらつか内科クリニック 東京都西東京市南町２－１－１４　
新倉ビル１F 042-420-6661

田無循環器クリニック 東京都西東京市南町５－１－８　
田無クリニックモール1階 042-461-1711

医療法人社団敬康会　やまぐち内科眼科クリニック 東京都西東京市田無町７－１６－３０－１階 042-462-7578

しげみつファミリークリニック 東京都西東京市田無町5-４-１３　
ハママンション第二　１階 042-452-7411

たなか内科・リウマチ科クリニック 東京都西東京市谷戸町２－１－４１　
ひばりが丘メディカルスクエア１F 042-452-6878

医療法人社団藤原会　藤原医院 東京都西東京市ひばりが丘北４－８－４ 042-421-6168

医療法人社団浩心会　なかやま内科循環器クリニック 東京都西東京市向台町１－１９－１４　
ノーブルハイツ向台１F               042-450-7710

医療法人社団有実会　はやし内科クリニック 東京都西東京市東町６－６－１０　
西東京メディカルモールB区分 042-423-0452

医療法人社団紫誠会　ひばりヶ丘北口駅前クリニック 東京都西東京市ひばりが丘北3－3－30　エクレールひばり１階　 042-439-4976

やぎさわ内科・脳神経内科 東京都西東京市柳沢６－６－３　
トキビル2F　202号室 042-497-6081

医療法人徳洲会　武蔵野徳洲会病院 東京都西東京市向台町3-5-48 042-465-0700

医療法人社団花みずき会　保谷厚生病院 東京都西東京市栄町１－１７－１８ 042-424-6640

医療法人社団時正会　佐々総合病院健診センター 東京都西東京市田無町４－２４－１５ 042-461-1535

けやき在宅診療所 東京都西東京市田無町4-28-4　
田無第2マーブルビル5階 042-467-6666

西東京めぐみクリニック 東京都西東京市田無町2-9-13
丸嘉ビル2Ｆ 042-452-5948

保谷駅前下山内科糖尿病内科クリニック 東京都西東京市東町3-14-24保谷駅南口メディカルモール2階診療所2 042-439-8925

ますだ内科クリニック 東京都西東京市芝久保町３－６－２６ 042-463-1159

丸山眼科クリニック 東京都西東京市新町2-5-15 042-255-5812

加賀美クリニック 東京都小平市小川東町５－５－１ 042-341-0655

さわだ内科クリニック 東京都小平市小川町２－１８５８ 042-345-7000

新小平クリニック 東京都小平市小川町２－１９７５－８ 042-312-1185

原田内科クリニック 東京都小平市小川東町４－３－１　萩山団地１号棟１１０ 042-348-8661

古坂医院 東京都小平市小川西町１－２３－１３ 042-341-0555

緑成会病院 東京都小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011

ゆずるクリニック 東京都小平市小川町１－９７２－７　2Ｆ 042-348-8515

クリニックたかの台 東京都小平市たかの台38-7たかの台駅メディカルプラザ102 042-342-5511

松前整形・形成外科・内科 東京都小平市小川町１－４０４－６４ 042-344-1666

浮田医院 東京都小平市学園西町２－６－１０ 042-341-0348

みどり内科クリニック 東京都小平市上水本町3-3-7 042-328-5111

こだいら小川町内科 東京都小平市小川町2-1317-11 042-341-0654

鈴木小児科内科医院 東京都小平市学園西町２－１１－２８ 042-341-0353

真能クリニック 東京都小平市学園西町3-7-11 042-342-8280

宮村クリニック 東京都小平市学園西町２－１３－３７　カミデビル３Ｆ 042-342-5588

湯川医院 東京都小平市学園西町１－２５－２３ 042-344-1118

一橋病院 東京都小平市学園西町１－２－２５ 042-343-1311

あかしあ脳神経外科 東京都小平市仲町４２５－１２ 042-345-7444

仲谷クリニック 東京都小平市学園東町３－３－３６ 042-341-5270

喜平橋耳鼻咽喉科 東京都小平市喜平町１－７－２６ 042-332-3387

井上内科クリニック 東京都小平市仲町２６８－６　サライ仲町１０１ 042-342-0056

小平いまき内科クリニック 東京都小平市美園町１－１２－６　グランメール小平1F 042-312-3820
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小平いりえクリニック 東京都小平市大沼町１－２５－１１ビューコート1階 042-349-0131

清水小児科内科医院 東京都小平市大沼町４－４３－３２ 042-343-2255

松清医院 東京都小平市花小金井３－５－４０ 042-463-8128

矢口内科クリニック 東京都小平市大沼町７－３－２ 042-349-1168

みその診療所 東京都小平市美園町１－２－１６ 042-342-7270

小平北口クリニック 東京都小平市大沼町２－２－１１ 042-347-0211

鈴の木台診療所 東京都小平市鈴木町１－２２８－１ 042-341-3256

大林医院 東京都小平市鈴木町２－２４２－４ 042-461-7677

竹本内科小児科医院 東京都小平市鈴木町２－２０５ 042-461-7303

八木メディカルクリニック 東京都小平市花小金井６－１７－５ 042-460-3861

花小金井ハートクリニック 東京都小平市花小金井1-4-29-103 042-450-6050

近藤医院 東京都小平市花小金井南町２－１３－１３ 042-467-2162

しみず内科循環器クリニック 東京都小平市花小金井南町１－２６－３５　アクティオス　１０１ 042-450-5288

比留間医院 東京都小平市花小金井１－９－１５ 042-461-1636

ふなびき胃腸クリニック 東京都小平市花小金井１－９－２　エスパシオ３０１ 042-459-6000

まちだケアクリニック 東京都小平市花小金井南町２－１３－４　エクセルカオリ１Ｆ 042-450-6222

松岡内科クリニック 東京都小平市花小金井１－１－１１　エメラルドビル３Ｆ 042-426-8080

エム・クリニック 東京都小平市花小金井１－２９－５ 042-451-6626

吉元医院 東京都小平市花小金井１－２１－３ 042-461-5975

南台病院 東京都小平市小川町１－４８５ 042-341-7111
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