
No 〒 都道府県 市区町村 番地 ビル名 医療機関名 標榜科目 電話 Ｗｅｂ

3 104-0061 東京都 中央区 銀座6-9-7 近畿建物銀座ﾋﾞﾙ8F 銀座すずらん通りレディスクリニック 産婦人科 03-3569-7711 http://www.huninsho.com/

4 104-0061 東京都 中央区 銀座4-13-11 銀座M&Sﾋﾞﾙ7F 藤井隆広クリニック 胃腸科、内科 03-3544-6266 http://www.tf-clinic.jp/

7 104-0045 東京都 中央区 築地7-12-14 紀文第2ﾋﾞﾙ2F 築地サイトウクリニック 心療内科、神経科、精神科 03-3248-5617 http://www.saicli.com

8 104-0031 東京都 中央区 京橋2-5-18 京橋創生館3F 宮下眼科医院 眼科 03-3564-0240

9 104-0054 東京都 中央区 勝どき4-2-13 ｻﾝﾊﾟﾚｽ辻野1階 勝どき耳鼻咽喉科･内科ｸﾘﾆｯｸ 耳鼻咽喉科 03-3533-4133 http://chiyokai.com/

10 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-7-8 中央内科クリニック 内科、小児科、循環器、呼吸器、消化器、アレルギー 03-3668-0088 http://www.myclinic.ne.jp/91294193/

11 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-7-8 中央内科クリニック 内科、小児科、循環器、呼吸器、消化器、アレルギー 03-3668-0088 http://www.myclinic.ne.jp/91294193/

15 354-0018 埼玉県 富士見市 西みずほ台1-20-6 みずほ台ﾋﾞﾙ2F 中川内科小児科医院 小児科、内科 049-254-1545

20 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-12-11 水天宮MYﾋﾞﾙ3F 水天宮前小児科 小児科 03-3639-0021

22 104-0061 東京都 中央区 銀座5-5-14 GINZAGATES5階 ｴｰｼﾞｰｲｰ牧田ｸﾘﾆｯｸ 内科、糖尿病科 03-6252-4550 http://www.ageclinic.com/

25 104-0061 東京都 中央区 銀座8-12-5 峯田ﾋﾞﾙ3F 栗原クリニック 内科、消化器科、循環器 03-3541-6573 http://www.kurihara-clinic.jp/

26 104-0061 東京都 中央区 銀座1-6-13 106ｷﾞﾝｻﾞﾋﾞﾙ4F やべ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-3538-6366 http://www.yabejibika.com/

27 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-21-1 島村ﾋﾞﾙ2F 髙柳耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-3667-7764 http://www.3387.or.jp/

28 104-0061 東京都 中央区 銀座4-13-18 医療ﾋﾞﾙ1F 白倉内科診療所 内科 03-3543-4361

29 108-0074 東京都 港区 高輪4-10-8 京急第７ビル２階
ライフ・プランニング・センター　日野原記念クリニッ
ク

内科、循環器、消化器科 03-6277-2970 http://www.h6.dion.ne.jp/~lpc/

30 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町2-7-9 ｺﾆｰｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F セントラルクリニック 内科、呼吸器、消化器、リウマチ科、皮膚科、整形外科、心療内科 03-3669-1238 http://www.centralclinic.com/

31 103-0023 東京都 中央区 日本橋本町1-6-5 ﾂｶﾓﾄﾋﾞﾙB2 友仁クリニック 内科、整形外科 03-3510-9561

32 103-0022 東京都 中央区 日本橋室町1-12-9 小池医院 内科、外科、皮膚科、泌尿器科、胃腸科、美容・形成外科 03-3271-0813 http://www.koike-iin.or.jp/

34 103-0007 東京都 中央区 日本橋浜町2-31 浜町センタービルクリニック
内科、消化器、循環器、呼吸器、脳神経科、整形外科、糖尿外来、皮膚
科

03-3664-6858 http://www.hamacho-cc.or.jp/index.html

35 104-0044 東京都 中央区 明石町1-6 介護老人保健施設リハポート明石 その他 03-3545-9911 http://www.san-ikukai.or.jp/

37 135-0042 東京都 江東区 木場5-3-10 東峯婦人クリニック 産婦人科 03-3630-0303 http://www.toho-clinic.or.jp/

38 103-0012 東京都 中央区 日本橋堀留町2-8-5 ﾃﾞﾝﾖｰﾋﾞﾙ1F 日本橋木原クリニック 内科、アレルギー科、呼吸器科、心療内科 03-5651-1113 http://www.ginza-kihara-clinic.or.jp/

39 104-0031 東京都 中央区 京橋3-4-2 ﾌｫｰﾁｭﾝﾋﾞﾙ2F 銀座胃腸クリニック 内科、消化器科、外科、肛門科 03-5205-8666 http://www3.ocn.ne.jp/~ginzagc/

44 104-0051 東京都 中央区 佃1-11-8 ﾋﾟｱｳｴｽﾄｽｸｴｱｻｳｽｳｲﾝｸﾞ3-301 橘耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 03-5548-6011

46 104-0043 東京都 中央区 湊1-8-15 いしせ脳神経外科クリニック 脳神経外科、内科、外科、神経内科 03-3553-3031 http://www.ishise.com/

47 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ﾋﾞﾙ7F 水天宮藤田眼科 眼科 03-5623-0271 http://www.cojin.org/sfoc/

48 103-0011 東京都 中央区 日本橋大伝馬町9-7 大伝馬クリニック 内科、小児科、皮膚科 03-3661-5367

50 104-0061 東京都 中央区 銀座7-12-18 第一銀座ﾋﾞﾙ3F 小松診療所 皮膚科、内科、メンタル科 03-3571-0232 http://www.cl-komatu.or.jp/

51 104-0052 東京都 中央区 月島4-16-7 秀和第2月島ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ106 月島クリニック 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科 03-3531-0082 http://www4.ocn.ne.jp/~tsukicli/

52 135-0062 東京都 江東区 東雲1-9-10 ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F いよりこどもクリニック 小児科、アレルギー科 03-6221-3448 http://www.shujii.com/iyori/

55 102-0073 東京都 千代田区 九段北1-9-5 九段クリニック 内科、消化器科、婦人科 03-3222-0071 http://www.kudanclinic.com/

57 104-0052 東京都 中央区 月島4-3-1 大築耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科、気管食道科 03-3531-3387
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59 104-0061 東京都 中央区 銀座2-6-5 銀座ﾄﾚｼｬｽﾋﾞﾙ7F 対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 産婦人科 03-3535-2992 http://www.w-wellness.com/

60 104-0045 東京都 中央区 築地7-10-2 ナカヤマデンタルオフィス 歯科、矯正、口腔外科 03-3545-8274 http://www.n-d-o.com/

64 135-0045 東京都 江東区 古石場　2-14-1 ｳｪﾙﾀﾜｰ深川 おかの小児科 小児科、アレルギー科 03-5621-2336 http://home.catv.ne.jp/pp/oknclnc/

71 135-0048 東京都 江東区 門前仲町1-6-9 城田小児科医院 小児科 03-3641-4056 http://shirota-ped.byoinnavi.jp/pc/

73 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町1-1-21 人形町ﾋﾞﾙ3F 人形町メンタルクリニック 心療内科、精神科 03-5614-7087 http://www.cocoro-support.com/

74 104-0061 東京都 中央区 銀座5-8-20 銀座ｺｱ8F 銀座コア歯科・矯正クリニック 歯科 03-5568-0002 http://ginzacore.media.or.jp/

80 103-0027 東京都 中央区 日本橋1-2-8 4F 後藤眼科 眼科 03-3277-9119

82 103-0022 東京都 中央区 日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ﾋﾞﾙ7F 名倉整形外科 整形外科、形成外科 03-3279-1818 http://www.nagura-seikei.net/

83 104-0031 東京都 中央区 京橋2-12-4 光和ﾋﾞﾙ2階 岩佐耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-4455-7741 http://iwasa-jibika.jp/

85 104-0031 東京都 中央区 京橋2-11-5 ﾊﾟｲﾝｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ5F 松本内科院 内科 03-4405-7480 http://m2-clinic.jp/

86 104-0042 東京都 中央区 入船1-5-4 鉄砲洲診療所 内科、心療内科、消化器科、循環器科、東洋医学、小児科 03-3551-1616

87 104-0031 東京都 中央区 京橋2-8-21 後藤皮膚科クリニック 皮膚科 03-3562-2560 http://www.gotoh-hifuka.com/

93 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町1-12-11-105 玉寄クリニック 内科、糖尿病内科、内分泌内科、小児科、在宅医療 03-3661-5555

94 104-0031 東京都 中央区 京橋2-1-1 荒川医院 内科 03-3281-0567 http://www2u.biglobe.ne.jp/~andoh/

95 103-0022 東京都 中央区 日本橋室町1-6-1 真洋ﾋﾞﾙ9F 室町眼科クリニック 眼科 03-3241-6168

97 103-0001 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-29-6 水天宮前東急ﾋﾞﾙ3F 皮フ科早川クリニック 皮膚科 03-3666-4112 http://www.tcda.jp/hayakawa/

98 104-0033 東京都 中央区 新川1-28-25 東京ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3号館1F 東京ダイヤビルクリニック 内科、消化器科、整形外科 03-3551-7737 http://www.daiya-clinic.jp/

99 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-1-10 柳屋ﾋﾞﾙB1 上田診療所 内科、リウマチ科、皮膚科、耳鼻咽喉科 03-3271-2775 http://www.ueda.com/

100 104-0061 東京都 中央区 銀座6丁目9-4 岩崎ﾋﾞﾙ5階 岡添耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 03-3573-5487 http://okazoe-jibika.com/

101 104-0061 東京都 中央区 銀座2-11-19 市川医院 内科、消化器科、皮膚科 03-3541-7202 http://www.ichikawa-iin.com/

103 111-0034 東京都 台東区 雷門1-13-13 中村医院 内科、外科 03-5806-2677

104 133-0061 東京都 江戸川区 篠崎町7-25-8 Acalis３Ｆ しん皮膚科クリニック 皮膚科 03-5243-1112 http://shin-cl.net/

105 103-0023 東京都 中央区 日本橋本町4-15-10 古川内科クリニック 内科、胃腸科、循環器科、皮膚科 03-3661-2506

106 104-0033 東京都 中央区 新川1-28-25 東京ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3号館1F 東京ダイヤビルクリニック 内科、消化器科、整形外科
03-3551-7737
緊急03-6686-0389

http://www.daiya-clinic.jp/

107 135-0016 東京都 江東区 東陽3-1-7 服部医院 在宅 03-3644-4756 http://park1.wakwak.com/~hattori-iin/

109 104-0041 東京都 中央区 湊3-18-17 ﾏﾙｷ榎本ﾋﾞﾙ1F 厚生診療所 内科、小児科 03-3551-4690 http://www.kousei-med.jp/

113 104-0061 東京都 中央区 銀座6-9-7 近畿建物銀座ﾋﾞﾙ3階 西銀座診療所 内科 03-3571-0777 http://www.nishiginzaclinic.com/

114 104-0061 東京都 中央区 中央区勝どき1-3-1 ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾂﾀﾜｰ勝どき3階 サクマ眼科クリニック 眼科 03-5560-9560 http://sakuma-eye.jp/

115 104-0033 東京都 中央区 新川2-22-6 SJIﾋﾞﾙ5F 中込眼科 眼科 03-5542-5267 http://nakagomiganka.junban.jp/

116 135-0045 東京都 江東区 古石場2-14-1 ウェルタワー深川2F 吉田まゆみ内科 内科、循環器、消化器、呼吸器 03-3646-8080 http://www.yoshida-mayumi.com/

121 104-0033 東京都 中央区 新川2-22-2 佐野ﾋﾞﾙ2F あさの皮フ科 皮膚科 03-3206-6533

122 123-0851 東京都 足立区 梅田8-1-1 梅島地所ﾋﾞﾙ3階 伊藤クリニック 循環器内科 03-3840-3388 http://www.itoc.jp/
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124 104-0061 東京都 中央区 銀座7-2-4 ﾑｻｼ7ﾋﾞﾙ3階 銀座みゆき通りクリニック 内科、消化器内科、泌尿器科、肛門科、アレルギー科 03-5537-5606 http://www.ginza-miyuki-clinic.com/

125 104-0052 東京都 中央区 月島3-13-4 善利医院 内科、小児科、外科 03-3531-1566

126 144-0043 東京都 大田区 羽田1-5-16 渡辺病院 内科、外科・胃腸科、乳腺外科・整形外科・小児科・泌尿器科 03-3741-0223 http://www.doctor-s.com/watanabe-hp/

127 104-0061 東京都 中央区 銀座8-16-5 銀座中央ﾋﾞﾙ1階 銀座ハートクリニック 内科、循環器科、心臓血管外科、小児科 03-5148-3921 http://ginza-heart.com/

128 104-0061 東京都 中央区 銀座3-3-14 銀座ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾋﾞﾙⅡ3階 銀座スキンクリニック 皮膚科、美容皮膚科 03-5524-3880 http://www.ginzaskin.com/

131 104-0061 東京都 中央区 銀座5-1-15 5F 銀座泰明クリニック 心療内科、脳神経・精神科 03-5537-3496 http://ginzataimei.com/

132 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町2-2-1 東石ﾋﾞﾙ1F 茅場町パークサイドクリニック 内科、糖尿病内科、皮膚科 03-3666-2212 http://www.dr-sakurai.com/

133 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町2-2-1 東石ﾋﾞﾙ1F 茅場町パークサイドクリニック 内科、糖尿病内科、皮膚科 03-3666-2212 http://www.dr-sakurai.com/

134 100-0011 東京都 千代田区 内幸町2-2-1 日本ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙB1 中田クリニック 呼吸器科、内科 03-5511-7770 http://www.nakata-clinic.jp/

135 104-0051 東京都 中央区 月島2-15-16 月島眼科医院 眼科 03-3531-1338 http://www.tsukishima-eyeclinic.com/

136 104-0061 東京都 中央区 銀座1-6-13 銀座106ﾋﾞﾙ3F 田中クリニック銀座 心療内科 03-3538-6460 http://www.d2.dion.ne.jp/~toshiiku/

137 186-0004 東京都 国立市 中1-16-25 くにたち南口診療所
内科、外科、消化器科、小児科、肛門科、泌尿器科

042-577-8953
http://www.santama-
iryou.com/kunishin.html

138 107-0062 東京都 港区 青山5-10-19 真洋ﾋﾞﾙ6F 青山天野クリニック 内科、消化器科、外科 03-5485-1114 http://www.amanoclinic.jp/

139 943-0832 新潟県 上越市 本町2-6-17 石田眼科医院 眼科 025-524-4342 http://www.ishidaeye.com/

140 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場4-11-5 牛山医院 小児科、内科 03-5386-3167

141 153-0051 東京都 目黒区 上目黒1-26-1 中目黒ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ4･5F 育良クリニック 産婦人科 03-3792-4103 http://www.ikuryo.or.jp/

142 105-0004 東京都 港区 新橋1-18-14 三洋堂本館ﾋﾞﾙ8F 岡野内科診療所 内科、消化器科、肛門科 03-3502-8060

143 133-0061 東京都 江戸川区 篠崎町2-7-1 ｲｰｽﾄﾊｲﾑ篠崎1F 篠崎駅前クリニック 内科、皮膚科、整形外科、小児科 03-5666-1331 http://www.towakai.com/

144 150-0012 東京都 渋谷区 広尾1-3-1 ﾊｷﾞﾜﾗﾋﾞﾙ1-8F 加藤クリニック麻布 形成外科、美容外科、皮膚科、麻酔科 03-5420-0238 http://www.katoclinic.jp/

146 108-0075 東京都 港区 港南2-16-1
品川イーストワンタワー　３０７-
Ｃ

山王クリニック 内科、脳神経外科、内分泌内科 03-3471-3014 http://www.sanno-clinic.com/

150 260-0028 千葉県 千葉市 新町18-14 千葉新町ﾋﾞﾙ６階 高橋ウイメンズクリニック 婦人科 043-243-8024 http://www.takahashi-w-clinic.gr.jp/

153 132-0013 東京都 江戸川区 江戸川1-51-7 ｸﾘｱﾒｿﾞﾝ1F つちだクリニック
循環器科、小児科、アレルギー科

03-5664-1556 http://www.tsuchidaclinic.jp/

155 105-0023 東京都 港区 芝浦1-1-1 東芝ﾋﾞﾙ4F 中溝クリニック 内科、消化器科、眼科 03-3452-4468

156 151-0053 東京都 渋谷区 代々木2-1-1 新宿ﾏｲﾝｽﾞﾀﾜｰ2F 久野マインズタワークリニック 内科、乳腺外来、婦人科 03-3370-5906 http://www.hisano-clinic.com/

158 146-0095 東京都 大田区 多摩川1-35-10 広島ビル1F 藤岡皮フ科クリニック 皮膚科、アレルギー科 03-5732-1241

159 163-0202 東京都 新宿区 西新宿2-6-1 新宿住友ﾋﾞﾙ2階 楠樹記念クリニック 内科、放射線科 03-3344-6666 http://www.nanju.or.jp/

160 114-0001 東京都 北区 東十条2-5-1 共和堂医院 胃腸科、内科 03-3911-0665

161 190-0012 東京都 立川市 曙町2-13-3 立川三菱ﾋﾞﾙ5F 南眼科 眼科 042-525-4981 http://www.minamiganka.jp/

162 100-0006 東京都 千代田区 有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館10階 東宝健康保険組合診療所 内科 03-3212-7776

163 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-9-12 渡内科胃腸科 内科、胃腸科 03-5667-1653

164 135-0046 東京都 江東区 牡丹3-22-3 安倍眼科クリニック（あべ眼科クリニック） 眼科 03-3641-8981 http://www.abe-i.or.jp/

165 136-0074 東京都 江東区 東砂2-5-7 2F 惠仁クリニック 外科、内科、皮膚科 03-5606-3030
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166 136-0072 東京都 江東区 大島5-8-1 稲見内科医院 内科、小児科 03-3637-1800
http://www.inami-
naika.com/pc/index.html

167 135-0016 東京都 江東区 東陽3-18-4 永田医院 内科、小児科 03-3644-4559

168 135-0047 東京都 江東区 富岡1-22-28 金桜堂医院 内科、小児科、循環器、アレルギー 03-3641-5434

169 136-0076 東京都 江東区 南砂2-6-3 ｻﾝﾗｲｽﾞ東陽2F おくむら医院 内科、循環器科、外科 03-5653-2228 http://www.okumura-iin.com/

171 136-0072 東京都 江東区 大島2-41-16 文洋ﾋﾞﾙ5F 岡田皮フ科クリニック 皮膚科 03-3636-1241

172 136-0072 東京都 江東区 大島6-30-14 かわの皮膚科 皮膚科 03-3685-1211 http://www.kawano-hifuka.jp/

173 136-0071 東京都 江東区 亀戸4-17-8 河野外科医院 外科、整形外科、胃腸科、肛門科、皮膚科 03-3681-1501

174 136-0076 東京都 江東区 南砂7-1-25 南砂公園ｶﾞｰﾃﾞﾆｱ206 柳瀬クリニック 産婦人科、内科 03-3644-1971

175 136-0072 東京都 江東区 大島4-8-14 大島医院 内科、小児科、皮膚科、アレルギー科 03-5609-6911

176 136-0072 東京都 江東区 大島9-5-1- ｺｱｼﾃｨ東大島103 笠井小児クリニック 小児科 03-3636-2577

177 135-0003 東京都 江東区 猿江1-2-8 深川ｱﾈｯｸｽ1F かさい眼科 眼科 03-3634-0900

178 136-0076 東京都 江東区 南砂3-8-10 かぶき内科 内科 03-3699-8087

179 136-0076 東京都 江東区 南砂2-6-3 ｻﾝﾗｲｽﾞ東陽2F せきぐち整形外科 整形外科 03-5653-1518 http://www.sekiguchi.halfmoon.jp/

180 135-0042 東京都 江東区 木場1-5-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店2F きせん眼科 眼科 03-5606-0058

181 135-0062 東京都 江東区 東雲1-8-17 東雲クリニック 内科、小児科、皮膚科 03-3533-3731

182 135-0043 東京都 江東区 塩浜2-5-23 汐浜ｻﾝﾊｲﾂ104 ゆき耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 03-3647-3311 http://www.yuki-jibika.com/

184 135-0005 東京都 江東区 高橋14-3 盛市ﾋﾞﾙ4F なかむら整形外科 整形外科、リハビリテーション科 03-3631-8833 http://www.nakamura-seikeigeka.or.jp/pc/

185 136-0076 東京都 江東区 南砂2-6-3 ｻﾝﾗｲｽﾞ東陽2F みやざき眼科 眼科 03-5665-1230

186 136-0074 東京都 江東区 東砂4-23-6 みやたけクリニック 内科、消化器科、外科 03-5677-3232 http://www.miyacli.com/

187 135-0034 東京都 江東区 永代2-34-10 魚住整形外科 整形外科、リハビリテーション科（脳卒中後は不可）、外科 03-3643-0015

188 136-0071 東京都 江東区 亀戸6-57-20 亀戸東口駅前ﾋﾞﾙ2階 亀戸水神森クリニック 内科、整形外科、外科、胃腸科、肛門科、リハビリテーション科 03-5628-6767 http://www.suijinmori.com/

190 135-0024 東京都 江東区 清澄3-4-11 ｻｲﾈｯｸｽﾋﾞﾙ2F ふるたに医院 内科、小児科、皮膚科 03-3820-8207

193 136-0071 東京都 江東区 亀戸2-15-8 高橋眼科医院 眼科 03-3681-1136 http://www.t-eye.jp/

194 136-0071 東京都 江東区 亀戸3-46-2 天神通りクリニック 内科、循環器科、小児科、皮膚科、整形外科、リハビリテーション科 03-5628-1311

195 136-0072 東京都 江東区 大島9-5-1 ｺｱｼﾃｨ東大島106 さがみ外科胃腸科クリニック 外科、胃腸科、内科、肛門科 03-5628-1161 http://www.sagami-clinic.com/

196 136-0076 東京都 江東区 南砂6-1-11 さとう眼科 眼科 03-3645-5441

197 135-0044 東京都 江東区 越中島2-14-10 もんなか整形外科 整形外科、外科、リハビリテーション科 03-3630-3001 http://www.monnaka.jp/

198 135-0042 東京都 江東区 木場1-5-25 深川ｷﾞｬｻﾞﾘｱﾀﾜｰS棟3F 深川ギャザリアクリニック 内科、循環器科、消化器科、婦人科 03-5653-3500 http://www.fgcl.or.jp/

201 135-0061 東京都 江東区 豊洲4-9-13 とよす整形外科・耳鼻咽喉科 整形外科、耳鼻咽喉科 03-3533-8555 http://www.toyosu-seikei.com/

202 135-0061 東京都 江東区 豊洲4-9-13 とよす整形外科・耳鼻咽喉科 整形外科、耳鼻咽喉科 03-3533-8555 http://www.toyosu-seikei.com/

203 136-0071 東京都 江東区 亀戸1-28-8 五ノ橋クリニック 整形外科、内科、歯科 03-3681-3291 http://www.gonohashi-clinic.com/

205 136-0072 東京都 江東区 大島1-2-2 ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞｻﾝｾｯﾄﾀﾜｰ102 エリゼこどもクリニック 小児科 03-5626-0300 http://erize.byoinnavi.jp/pc/
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206 135-0016 東京都 江東区 東陽4-6-17 TSﾋﾞﾙ3F ひまわり眼科いちかわ医院 眼科 03-3649-9124

207 135-0062 東京都 江東区 東雲1-9-10 ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ203 イトカワ整形外科 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 03-6219-5772
http://members3.jcom.home.ne.jp/itokawa-
seikeigeka/

208 136-0071 東京都 江東区 亀戸6-58-12 Y&S亀戸共同ビル3F 眼科亀戸クリニック 眼科 03-3682-9973 http://www.kameidoeyeclinic.com/

211 136-0076 東京都 江東区 南砂2-28-7 六地蔵クリニック 脳神経外科、整形外科、神経内科、循環器科、リハビリテーション科 03-5690-7651 http://rokujizou-clinic.jp/

212 135-0011 東京都 江東区 扇橋2-17-5 秋元ﾋﾞﾙ1階 小林内科クリニック 内科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科 03-3699-5884

213 136-0072 東京都 江東区 大島4-1-6-105 小林クリニック 内科、小児科 03-3684-0481 http://www.kobayashi-c.com/

214 136-0072 東京都 江東区 大島5-46-4 小林整形外科 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 03-3636-6520 http://kobayashiseikeigeka.com

215 136-0073 東京都 江東区 北砂5-16-1 北原診療所 内科、小児科、皮膚科 03-5632-1991 http://www.ne.jp/asahi/kitahara/clinic/

216 135-0021 東京都 江東区 白河3-4-3-205 清澄白河ファミリークリニック 内科、消化器科、アレルギー科、小児科 03-5646-5060 http://www.ksf-clinic.jp/

217 136-0071 東京都 江東区 亀戸3-50-3 ウエノ整形外科 整形外科 03-3636-3360

218 135-0002 東京都 江東区 住吉2-7-6 すみよし婦人科クリニック 婦人科、皮膚科、泌尿器科 03-3633-0069 http://sumiyoshifujinka.grupo.jp/

219 136-0073 東京都 江東区 北砂7-3-17 神原医院 内科、小児科 03-3645-7351

220 136-0073 東京都 江東区 北砂4-14-16 1F 神田眼科医院 眼科 03-3646-7377

224 136-0072 東京都 江東区 大島8-5-1 N&Hﾋﾞﾙ1･2階 大島小児科医院 小児科、アレルギー科 03-5609-7631 http://www.oojimahospital.com/

225 136-0072 東京都 江東区 大島7-36-4 星医院 内科、外科、胃腸科、小児科、皮膚、泌尿器科 03-3682-7868

227 135-0022 東京都 江東区 三好4-7-10-102 扇橋診療所 内科、小児科、皮膚科、泌尿器科、循環器科、消化器科 03-3630-1631 http://oogibashi.nankatu.or.jp/

228 135-0015 東京都 江東区 千石2-8-10 青木医院 内科、胃腸科、肛門科、小児科 03-3644-5456

230 136-0071 東京都 江東区 亀戸6-1-6 五の橋産婦人科 産婦人科 03-3636-6000 http://www.gonohashi-sanfujinka.com/

231 135-0042 東京都 江東区 木場6-9-8 浅川医院 内科、循環器科 03-3649-7061

232 136-0004 東京都 江東区 森下3-20-6 浅川クリニック 精神科、心療内科、内科 03-5600-0033

233 135-0047 東京都 江東区 富岡1-13-14 ﾘﾌﾞﾘ･ヴｨﾗｸﾔﾏⅡ1階 船山内科 内科、循環器、消化器 03-3630-1056

234 135-0045 東京都 江東区 古石場1-13-19 大井医院 内科、循環器科、消化器科、肛門科 03-3820-0137

236 135-0011 東京都 江東区 扇橋2-1-3 ET-21-202 竹内小児科医院 小児科、アレルギー科、内科、呼吸器 03-5606-0303 http://www.shujii.com/take/

237 135-0061 東京都 江東区 豊洲4-9-13 東京ﾌﾛﾝﾄｺｰﾄ132号 たけうちこどもクリニック 小児科、内科、アレルギー科 03-3533-2415 http://wwr7.ucom.ne.jp/tkc/

239 135-0024 東京都 江東区 清澄3-6-9 清澄内科 内科、呼吸器科、アレルギー科 03-3643-1445

241 135-0004 東京都 江東区 森下2-20-12-201 渡辺こどもクリニック 小児科 03-5625-2565
http://www.watanabe-kodomo-
clinic.com/

242 135-0023 東京都 江東区 平野3-2-13 ウェルネス木場公園クリニック 内科、神経内科、リハビリテーション科 03-5245-7136 http://wellness-kiba.org/

243 135-0042 東京都 江東区 木場5-3-7 東寿会ﾋﾞﾙ6F 藤川クリニック 内科、循環器科、小児科 03-3820-9770 http://fujikawclinic.web.fc2.com/

244 136-0073 東京都 江東区 北砂4-40-15 丸亀ﾋﾞﾙ1F 北砂眼科クリニック 眼科 03-3646-1226

249 136-0072 東京都 江東区 大島1-1-5 VIP大島2F みね内科・消化器科 内科、消化器科 03-5628-2770
http://www.medicalport.jp/clover/mine.h
tml

250 136-0071 東京都 江東区 亀戸8-8-8 豊島医院 内科、小児科 03-3681-801

251 135-0005 東京都 江東区 高橋13-2- ｳﾞｨﾗﾛｲﾔﾙ1F 望月内科クリニック 内科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科 03-5669-1531 http://www.mochizukinaika.com/
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253 135-0062 東京都 江東区 東雲1-9-10
ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2Fｸﾘﾆｯ
ｸﾓｰﾙ内

しののめ内科クリニック 内科、循環器科 03-5547-5577

255 135-0002 東京都 江東区 住吉2-11-1 本田医院 内科、胃腸科、呼吸器科、皮膚科 03-3631-9457 http://www.myclinic.ne.jp/hondaiin/pc/

256 135-0022 東京都 江東区 三好3-1-3 清澄白河こどもクリニック 小児科、アレルギー科 03-5602-9119 http://tadp.jp/03-5602-9119

257 135-0047 東京都 江東区 富岡1-26-20 NMTﾋﾞﾙ2F とみおか医院 内科、外科、消化器、循環器 03-3642-7757

258 135-0048 東京都 江東区 門前仲町2-11-8 野崎クリニック 精神神経科、心療内科、内科、乳腺科、婦人科、外科 03-5621-5026

259 135-0062 東京都 江東区 東雲1-9-11-102 のずえ小児科 小児科、アレルギー科 03-5560-6071 http://www012.upp.so-net.ne.jp/nozue-kids/

260 135-0004 東京都 江東区 森下4-9-12 野木村医院 内科、小児科 03-3634-6626

264 136-0074 東京都 江東区 東砂5-12-20 砂町診療所 整形外科、リウマチ科、内科、眼科 03-3646-1329

265 135-0042 東京都 江東区 木場2-19-2 HRHビル３Ｆ 鈴木クリニック 胃腸科、内科 03-3820-5005

266 135-0016 東京都 江東区 東陽4-10-2 AYG1階2階 森崎医院 内科、小児科、胃腸科 03-3645-1493

267 136-0076 東京都 江東区 南砂1-9-9 鈴木医院 内科、小児科、消化器科 03-3644-0749
http://www004.upp.so-net.ne.jp/suzuki-
clinic/

269 135-0061 東京都 江東区 豊洲5-2-10 沢真ﾋﾞﾙ3F 澤井クリニック 皮膚科、内科、神経内科 03-5548-2629 http://www.myclinic.ne.jp/sawaicl/pc/

270 136-0072 東京都 江東区 大島1-2-2 ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞｻﾝｾｯﾄﾀﾜｰ102 エリゼこどもクリニック 小児科 03-5626-0300 http://erize.byoinnavi.jp/pc/

271 135-0016 東京都 江東区 東陽3-27-32 玉河ﾋﾞﾙ2F までのこうじクリニック 内科、小児科、アレルギー科 03-5683-5519 http://www.vesta.dti.ne.jp/~made-cln/

272 136-0076 東京都 江東区 南砂7-13-5 寿康会診療所 内科、外科、小児科、整形外科 03-3615-3010 http://www.jukoukai.or.jp/

273 106-0046 東京都 港区 元麻布3-1-30 赤枝六本木診療所 産婦人科 03-3405-1388 http://www.akaeda.com/

274 108-0071 東京都 港区 白金台4-7-8 ｽﾄｰﾘｱ白金2F 白金坂の上診療所 内科、皮膚科、形成外科、アレルギー科、放射線科、小児科 03-3447-3232 http://www.shirokane.ne.jp/

276 105-0001 東京都 港区 虎ﾉ門3-17-1 藤田観光虎ﾉ門ﾋﾞﾙ1F 神谷町クリニック 内科、整形外科 03-3433-0343 http://www.kamiyacho-clinic.com/

278 106-0032 東京都 港区 六本木1-6-3 泉ｶﾞｰﾃﾞﾝｳｨﾝｸﾞB1F 泉ガーデンクリニック 内科、呼吸器科、皮膚科、整形外科 03-5575-3888 http://www.izumigarden-clinic.jp/

279 130-0026 東京都 墨田区 両国3-21-1 ｸﾞﾚｲｽﾋﾞﾙ8F 両国東口クリニック 内科、リウマチ科、人工透析 03-5638-6073 http://www.higasiguti.jp/

280 156-0044 東京都 世田谷区 赤堤1-1-4 赤堤クリニック 循環器科、内科、消化器科、リハビリ科 03-5376-1131

281 140-0011 東京都 品川区
東大井3-1-18

小澤小児科医院 循環器科、内科、消化器科、リハビリ科 03-3298-0088

282 162-0842 東京都 新宿区 市谷砂土原町1-2 保健会館クリニック 循環器科、内科、消化器科、リハビリ科 03-3269-1151 http://www.hokenkaikan.jp/

285 160-0023 東京都 新宿区 西新宿1-3-13 I&Kビル4F カラサワ歯科クリニック 歯科、矯正、口腔外科 03-3343-8640 http://www.karasawa-dental.com/

286 132-0023 東京都 江戸川区 西一之江3-12-19 きむらクリニック 内科、外科、消化器、整形外科、泌尿器、皮膚科、リハビリ 03-3674-6600

287 151-0053 東京都 渋谷区 代々木3-33-10 赤心堂クリニック 外科、内科、消化器科、肛門科 03-3370-5306 http://www.sekishindo-clinic.com/pc/

288 116-0013 東京都 荒川区 西日暮里4-21-12 ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ2F 倉岡クリニック 神経科、精神科、心療内科 03-5685-5562 http://www.kuraoka-clinic.com/

289 158-0084 東京都 世田谷区 東玉川2-14-11 黒田医院 内科、小児科、呼吸器 03-5499-0662

290 175-0094 東京都 板橋区 成増3-10-5 小暮眼科 眼科 03-3979-3555

292 106-0032 東京都 港区 六本木6-1-20 六本木電気ﾋﾞﾙ2F 東京ウィメンズクリニック 産婦人科 03-3408-6950

293 100-0006 東京都 千代田区 丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビルディング地下
１階

東商ビル診療所 耳鼻咽喉科 03-3283-7781 http://www.tosho-clinic.com/

294 107-0062 東京都 港区 南青山4-20-14 関谷クリニック南青山 形成外科、美容外科 03-3405-1315 http://www.sekiyacl.com/
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295 132-0015 東京都 江戸川区 東瑞江1-27-6-201 谷口内科 内科、リウマチ科 03-3676-5757 https://taniguchinaika.com/

296 100-0011 東京都 千代田区 内幸町2-2-1 日本ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙB1F 中澤プレスセンタークリニック 外科、内科、乳腺外科 03-3500-1101 http://www.nakazawa-pcc.net/

298 100-0006 東京都 千代田区 有楽町1-10-1 有楽町ﾋﾞﾙ4階416 有楽町ﾋﾞﾙ内科・外科・麻酔科 内科、外科、麻酔科、皮膚科 03-3213-2346

299 158-0097 東京都 世田谷区 用賀4-5-20 アドバンス髙荒2F にしなレディースクリニック 婦人科、産科 03-5797-3247 http://www.nishina-clinic.com/

300 100-0006 東京都 千代田区 有楽町2-10-1 交通会館3階 西端耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科、気管食道科、アレルギー科 03-3214-9047 http://www.nishihata-ent.or.jp/

302 107-0062 東京都 港区 南青山5-14-1-302 南青山アンティーク通りクリニック 心療内科、神経科、精神科 03-3400-0611 http://www.ink.or.jp/~apple/antiqueclinic/

303 110-0005 東京都 台東区 上野6-6-2 ｸﾚｲﾝﾋﾞﾙ3F 御徒町クリニック 心療内科、神経科、精神科、内科 03-3836-0537 http://www.oka-cli.com/

304 106-0031 東京都 港区 西麻布3-20-14 神田第二クリニック 産婦人科 03-3402-0654 http://www.kanda2nd.com/

306 141-0032 東京都 品川区 大崎1-6-4 大崎ﾆｭｰｼﾃｨ4号館2F 心療内科アーツクリニック大崎 心療内科、精神科、内科 03-5745-0668 http://www.arts-clinic.jp/

308 101-0047 東京都 千代田区 内神田3-13-2 松尾ﾋﾞﾙ3階 神田眼科診療所 眼科 03-3251-1610 http://www.kanda-eye.jp/

309 100-0004 東京都 千代田区 大手町1-7-2 東京ｻﾝｹｲﾋﾞﾙB1F 渡邊内科 内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、外科、肛門科 03-3245-2800 http://www.drwatanabe.com/

311 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘3-8-4 八木医院 婦人科 03-3718-3401

312 151-0053 東京都 渋谷区 代々木1-35-4 代々木ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙＢ１-１号 代々木山下医院 腎臓内科、外科、泌尿器科 03-3370-1599 http://www.yyiin.com/yoyogi/index.html

313 359-1132 埼玉県 所沢市 松が丘1-52-19 松が丘クリニック 内科、外科、小児科、胃腸科、皮膚科 04-2928-5666 http://www.myclinic.ne.jp/matsucli/pc/

314 101-0062 東京都 千代田区 神田駿河台2-1-47 お茶の水駿河台クリニック 放射線科、内科、消化器 03-5280-9122 http://www.gazo.or.jp/

316 165-0026 東京都 中野区 新井5-9-6 三輪小児科医院 小児科 03-3386-5729

318 179-0085 東京都 練馬区 早宮2-24-10 関根ウィメンズクリニック 産婦人科 03-3931-5588 http://www.sekine-clinic.or.jp/

319 106-0045 東京都 港区 麻布十番2-18-2 麻布ミューズクリニック 内科、心療内科、婦人科、皮膚科 03-5441-1234 http://www.muse-kampo.com/

321 135-0004 東京都 江東区 森下2-20-12 あおばクリニック 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科 03-5669-8783 http://www.aobaclinic.com/

322 103-0007 東京都 中央区 日本橋浜町2-20-2 塙小児科医院 小児科 03-3666-6035 http://hanawa-clinic.com/

323 153-0061 東京都 目黒区 中目黒1-1-18 イーストビル2F 森田レディースクリニック 産婦人科 03-3760-0256

324 121-0064 東京都 足立区 保木間2-3-4 倉井内科医院
内科・消化器科・循環器科

03-3859-7611

325 121-0064 東京都 足立区 保木間2-3-4 倉井内科医院
内科・消化器科・循環器科

03-3859-7611

326 121-0064 東京都 足立区 保木間2-3-4 倉井内科医院
内科・消化器科・循環器科

03-3859-7611

327 121-0064 東京都 足立区 保木間2-3-4 倉井内科医院
内科・消化器科・循環器科

03-3859-7611

328 150-6004 東京都 渋谷区 恵比寿4-20-3 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰ4F 恵比寿ガーデンプレイスクリニック 内科、整形外科、皮膚科 03-5420-1611 http://www.ebisu-clinic.jp/

329 150-6004 東京都 渋谷区 恵比寿4-20-3 恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰ4F 恵比寿ガーデンプレイスクリニック 内科、整形外科、皮膚科 03-5420-1611 http://www.ebisu-clinic.jp/

330 211-0042 神奈川県 川崎市 下新城2-1-38 キュイーブル３　１０１ 武蔵中原しくらクリニック 内科、胃腸科、外科 044-753-1126

331 104-0061 東京都 中央区 銀座6-6-1 銀座風月堂ﾋﾞﾙ7F 岩垂純一診療所 肛門科 03-5568-7721 http://www.iwadare.jp/

332 104-0052 東京都 中央区 月島1-8-1-203 アイル女性クリニック 産婦人科 03-3534-0803 http://i-ll-clinic.com/index.html

334 135-0016 東京都 江東区 東陽3-23-6-102 大陽ビルクリニック 内科、循環器科、消化器科 03-5635-5715

335 136-0073 東京都 江東区 北砂3-1-1 砂町眼科 眼科 03-5683-3273 http://www.sunamachi-ganka.jp/
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339 166-0011 東京都 杉並区 梅里1-7-15 3F あんずクリニック 内科、心療内科、精神科、神経内科 03-5305-3358 http://tubomi.co.jp/clinic/index.php

340 141-0021 東京都 品川区 上大崎2-16-9 ｱﾄﾚ目黒1A館4階 はしだ眼科クリニック 眼科 03-5791-5430 http://www.hashidaeyeclinic.com/

341 104-0045 東京都 中央区 築地1-13-11 高橋ﾋﾞﾙ2F 慶友銀座クリニック 耳鼻咽喉科、気管食道科、アレルギー科 03-3542-3387 http://www.ginzaclinic.com/

342 135-0033 東京都 江東区 深川1-5-8 2F 深川耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-5621-3300

345 104-0052 東京都 中央区 月島1-14-13 月島ﾎｰﾑｽﾞ102 河内クリニック 内科、消化器科、小児科 03-5548-7060

346 158-0085 東京都 世田谷区 玉川田園調布1-8-1 藤田医院 内科、小児科、産婦人科 03-3721-0611

349 104-0052 東京都 中央区 月島3-27-15 西﨑クリニック 内科 03-6219-6989

350 150-0022 東京都 渋谷区 恵比寿南2-19-10 ココハイツ302 インターナショナル　メディカルクロッシングオフィス 産婦人科 03-5708-5937

351 136-0076 東京都 江東区 南砂7-1-25 南砂公園ｶﾞｰﾃﾞﾆｱ209 城東南砂医院 麻酔科、外科、整形外科、内科 03-5690-7040 http://www.minamisuna-pain.com/

352 153-0053 東京都 目黒区 五本木1-13-12 ゆうてんじ内科 内科、呼吸器科、循環器科 03-5724-5222 http://www.yutenji-cl.com

353 167-0022 東京都 杉並区 下井草3-39-21 いぐさクリニック 内科、外科、皮膚科、整形外科、麻酔科 03-5382-5326

354 104-0061 東京都 中央区 銀座3-12-11 銀座加藤ﾋﾞﾙ3F 松屋通りクリニック 心療内科、神経内科 03-6278-5661 http://www.matsuyadori-clinic.jp/

355 102-0071 東京都 千代田区 富士見2-3-10 北澤ﾋﾞﾙ2F 飯田橋光洋クリニック 精神科、神経科、心療内科 03-5212-1778
http://www.koyoclinic.com/iidabashi/ind
ex.html

358 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-1-241 とのうち耳鼻科クリニック 耳鼻咽喉科、気管食道科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科 03-5683-4970 http://www.tonouchi-clinic.jp/

360 285-0846 千葉県 佐倉市 上志津1669 ｳﾞｧﾝﾍﾞｰﾙ志津201号 志津クリニック 精神科、神経科、心療内科 043-462-5622 http://shizu-clinic.jp/

361 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷区渋谷1-13-7 ﾋｭｰﾘｯｸ渋谷ﾋﾞﾙ2F 渋谷ステーションクリニック 人工透析、腎臓内科、内科 03-3499-5533 http://www.yyiin.com/shibuya/index.html

362 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-10-4 宮田ﾋﾞﾙ2階 日本橋かきがら町クリニック 内科、小児科、消化器科、循環器科 03-5651-1361 http://homepage3.nifty.com/kaki-cli/

364 104-0032 東京都 中央区 八丁堀4-10-6-1 FTKﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ5F デンタルオフィス八丁堀 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3552-1148 http://www.hatchobori.com

365 248-0012 神奈川県 鎌倉市 御成町12-12 片岡ﾋﾞﾙ3F 鎌倉皮膚科クリニック 皮膚科、アレルギー科 0467-25-4112 http://www.kamakurahifuka.jp/

366 135-0002 東京都 江東区 住吉2-5-17 ﾌｼﾞﾊｲﾂ1F よしだ内科クリニック 内科、消化器科 03-3846-1755

367 103-0026 東京都 中央区 日本橋兜町17-1 日本橋ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ101 兜町診療所 内科、外科、胃腸科、肛門科 03-5641-0360 http://www.kabutocho-shinryojo.com

368 330-0065 埼玉県 さいたま市 神明1-22-6 石井医院 内科、循環器科、小児科 048-822-3491

371 121-0012 東京都 足立区 青井4-29-23 青井診療所 内科、整形外科、皮膚科、精神科 03-5888-8673 http://www.shinjinkai.net/

372 107-0052 東京都 港区 赤坂8-3-12 スキンソリューション・クリニック 皮膚科 03-6455-5561 http://www.skinsolutionclinic.com/

374 230-0062 神奈川県 横浜市 豊岡町6-9 ｻﾝﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ3F 鶴見クリニック 泌尿器科 045-584-8233 http://tsurumi-cl.jp/

375 154-0021 東京都 世田谷区 豪徳寺1-46-20 羽田内科医院 内科、小児科 03-5477-3901 http://www.hadamedic.com

376 100-0004 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4F 西山クリニック 内科、循環器科 03-3270-2986 http://www.kouko-nishiyama-clinic.com/

380 104-0052 東京都 中央区 月島4-5-12 ﾍﾞﾙﾊｲﾂ2F 鈴木クリニック 内科、外科、整形外科、胃腸科 03-3531-1685

381 104-0031 東京都 中央区 京橋1-6-11 ｶﾝｹﾝ京橋ﾋﾞﾙ2F 細野クリニック 内科、皮膚科 03-3563-0577 http://www.hosono-clinic.com/

382 158-0097 東京都 世田谷区 用賀2-41-17-1 .2F 用賀アーバンクリニック 内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、外科、小児科、リウマチ科 03-5717-6331 http://www.yoga-urban.jp/

383 158-0097 東京都 世田谷区 用賀2-41-17-1 .2F 用賀アーバンクリニック 内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、外科、小児科、リウマチ科 03-5717-6331 http://www.yoga-urban.jp/

385 158-0097 東京都 世田谷区 用賀2-15-5 朝日生命用賀ﾋﾞﾙ2F
桜新町アーバンクリニック　在宅医療部／ナースケ
ア・ステーション

内科、消化器内科、皮膚科、小児科、婦人科、心療内科、訪問診療 03-5716-5220 http://www.sakura-urban.jp/
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386 101-0044 東京都 千代田区 鍛冶町1-8-6 神田KSﾋﾞﾙ2階 神田医院 内科、皮膚科、心療内科、消化器内科、循環器内科、性感染症科 03-3252-8896 http://kanda-iin.com/index.php

388 156-0043 東京都 世田谷区 松原5-34-6 松原アーバンクリニック 内科、消化器科、循環器科、在宅訪問診療 03-5355-3388 http://www.matsubara-urban.jp

389 248-0011 神奈川県 鎌倉市 扇が谷1-1-29 大崎ﾋﾋﾞﾙ2F 鎌倉アーバンクリニック 小児科、内科 0467-61-3305 http://www.kamakura-urban.ne.jp

390 104-0054 東京都 中央区 勝どき2-9-12 HBﾋﾞﾙ勝どき3F 杉野内科クリニック 内科、循環器科、消化器科、小児科 03-5547-0961
http://www.doctors-search.com/c-
chuo/suginonaika/

391 354-0035 埼玉県 富士見市 ふじみ野西1-18-1 ふじみ野中央クリニック 内科、アレルギー科、循環器科、呼吸器科、小児科 049-256-5500 http://www.kokikai.or.jp/

392 285-0858 千葉県 佐倉市 ﾕｰｶﾘが丘6-4-7 ｱｰﾙﾋﾞﾙ2階 天本クリニック 内科、小児科 043-461-8823 http://www.amamoto-clinic.com/

393 211-0041 神奈川県 川崎市 下小田中1-15-33 上杉クリニック 内科、循環器、消化器、呼吸器、外科、リハビリ、肛門科、アレルギー科 044-766-7171 http://www.myclinic.ne.jp/uesugiclinic/

394 135-0016 東京都 江東区 東陽3-27-32 玉河ﾋﾞﾙ6F 杉本整形外科クリニック 整形外科、リハビリテーション 03-3615-0920

395 104-0061 東京都 中央区 銀座4-11-4 木挽町医院 内科、外科、消化器科、脳外科 03-3541-3800 http://www.kobikicho-med.jp/

396 133-0056 東京都 江戸川区 南小岩8-17-2 岩井整形外科内科病院
内科、消化器科、循環器科、整形外科、形成外科、リウマチ、麻酔、リハ
ビリ、婦人科、放射線科

03-5694-6211 http://www.iwai.com

399 107-8388 東京都 港区 元赤坂1-2-7 鹿島建設株式会社診療所 内科, 消化器科, 循環器科, 精神科, 泌尿器科, 放射線科 03-5474-9383

400 156-0043 東京都 世田谷区 松原6-35-6 梶原クリニック 整形外科、内科、リウマチ科、リハビリテーション科 03-5301-5656 http://homepage2.nifty.com/kajiwaraclinic/

401 107-0052 東京都 港区 赤坂1-3-5 赤坂ｱﾋﾞﾀｼｵﾝﾋﾞﾙ1階 溜池眼科医院 眼科 03-3586-9045

402 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-16-116 タウンセンタークリニック 内科 03-3699-0656

403 136-0074 東京都 江東区 東砂4-9-2 鎌上医院 内科、小児科 03-3644-1023

404 156-0041 東京都 世田谷区 大原2-16-7 1F 中島医院 内科 03-3321-7788

405 156-0041 東京都 世田谷区 大原2-16-7 1F 中島医院 内科 03-3321-7788

406 135-0003 東京都 江東区 猿江2-16-5 住吉ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ4F 石橋耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-5638-1484 http://www.k3.dion.ne.jp/~i-sibasi/

407 154-0023 東京都 世田谷区 若林4-16-15 高島・山田クリニック 内科、循環器科、外科、心臓外科、小児科 03-3419-2396
http://www.takashima-
yamadaclinic.jp/pc/

410 107-0062 東京都 港区 南青山5-1-22 青山ﾗｲﾌﾞｽｸｴｱ3F 青山内科医院 内科、消化器科、循環器科、外科、肛門科 03-3499-6500
http://www.e-doctors-
net.com/minatoku/aoyamanaika/

411 107-0052 東京都 港区 赤坂7-6-41-103 七番館クリニック 内科、消化器科 03-3584-7177 http://www.nanabankan-clinic.com/

414 105-0001 東京都 港区 虎ﾉ門3-10-4 虎ノ門ガーデン101号 神谷町ヒルサイドクリニック 心療内科、神経科、精神科 03-5776-7701 http://www.hillsideclinic.jp

415 155-0032 東京都 世田谷区 代沢5-30-9 代沢診療所 内科、外科、整形外科、胃腸科、泌尿器科 03-3419-5401

416 154-0016 東京都 世田谷区 弦巻4-2-18 樺クリニック 内科、消化器科、循環器 03-5451-7211

418 136-0074 東京都 江東区 東砂町6-7-5 永岡医院 胃腸科、内科、外科、整形外科 03-3646-2220

419 132-0024 東京都 江戸川区 一之江4-7-4 安部診療所 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、小児科、皮膚科 03-3652-0234

420 158-0094 東京都 世田谷区 玉川3-39-27 うえぼう耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-3708-8722 http://www.myclinic.ne.jp/ueboent/

421 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢8-14-1 吉本診療所 内科、小児科、消化器科 03-3701-5315 http://yoshimoto-clinic.jp/

422 134-0091 東京都 江戸川区 船堀3-7-1 船堀内科クリニック 内科、呼吸器科 03-3869-1773 http://www.funabori-naika.jp

423 133-0052 東京都 江戸川区 東小岩6-21-5 小岩医院 内科、小児科、リハビリテーション科 03-3657-1378

424 225-0002 神奈川県 横浜市 美しが丘1-9-16-201 美しが丘メンタルクリニック 心療内科、精神科 045-909-0220 http://www.utsukushi.net

425 133-0051 東京都 江戸川区 北小岩6-47-6 速水医院 内科 03-3672-6759
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426 158-0091 東京都 世田谷区 中町1-19-19 上杉医院 内科、小児科、消化器科、呼吸器科 03-5706-0777 http://www.u-clinic.min.gr.jp

427 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-1-19 中山眼科医院 眼科 03-3271-9520 http://home.att.ne.jp/sea/nakayama-eye/

428 135-0048 東京都 江東区 門前仲町2-2-14 小松崎医院 内科、皮膚科 03-3641-1387

430 158-0086 東京都 世田谷区 尾山台3-28-15 平井医院 内科、胃腸科、外科 03-5760-3557 http://www.hirai-clinic.jp/

431 135-0033 東京都 江東区 深川2-14-11 深川安江クリニック 産科、婦人科、内科 03-3642-2505 http://www.med.gr.jp/yasue/index.html

432 158-0097 東京都 世田谷区 用賀4-4-5 新栄倉ﾋﾞﾙ2F たてき内科クリニック 内科 03-5491-4670 http://www.tateki.gr.jp

433 135-8071 東京都 江東区 有明3-1 TFTﾋﾞﾙ東館3F 東京ファッションタウンビルクリニック 内科、皮膚科、小児科 03-5530-3020

437 108-0074 東京都 港区 高輪3-7-7 1F 口羽医院 内科 03-3441-2819 http://www.kuchiba-cl.com

438 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-2-20 日本橋仲通ﾋﾞﾙ3F 八重洲街診療所 内科、泌尿器科 03-3271-1828 http://www.yaesugai.msn.gr.jp/

439 104-0054 東京都 中央区 勝どき3-6-6 竹内ﾋﾞﾙ2F 星合勝どきクリニック 産科、婦人科、内科 03-3532-2725

441 105-0001 東京都 港区 虎ﾉ門1-16-16 虎ﾉ門1丁目MGﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F メディカルケア虎ノ門 心療内科、神経内科、精神科 03-5510-3898 http://www.medcare-tora.com

442 105-0004 東京都 港区 新橋1-16-4 りそな新橋ﾋﾞﾙ8F 新橋眼科 眼科 03-3591-7024 http://www.shinbashi-ganka.com/

443 104-0052 東京都 中央区 月島1-8-1-202 わたなべこどもクリニック 小児科、内科 03-5548-2511
http://www.doctors-search.com/c-
chuo/watanabechild/

445 158-0081 東京都 世田谷区 深沢6-20-8 冬城産婦人科医院 産婦人科 03-3701-5681 http://www.fuyukilc.or.jp/

446 134-0084 東京都 江戸川区 東葛西6-1-17 第6ｶﾈ長ﾋﾞﾙ301 石井皮膚科 皮膚科 03-5878-6336

447 106-0032 東京都 港区 六本木616-50 葛野ビル2階 ウスイ内科クリニック 内科、消化器科、循環器科 03-3401-0271 http://www.myclinic.ne.jp/usui/pc/

449 136-0076 東京都 江東区 南砂6-7-15 ﾄﾋﾟﾚｯｸﾌﾟﾗｻﾞ西館3F 山口整形外科 整形外科、リハビリテーション 03-5677-3990

450 104-0052 東京都 中央区 月島1-21-8 すぎやま整形外科 整形外科、リハビリテーション科、外科リウマチ科 03-3531-1828 http://sugiyama.webmedipr.jp

451 154-0004 東京都 世田谷区 太子堂2-15-1 野村三軒茶屋ﾋﾞﾙ2F 三軒茶屋メリーレディースクリニック 産婦人科 03-5433-1162 http://www18.ocn.ne.jp/~merrycl/

453 155-0032 東京都 世田谷区 代沢4-26-13 小林外科胃腸科
内科、外科、整形外科、胃腸科、肛門科、皮膚科、泌尿器科、性病科、放
射線科、リハビリテーション科

03-3412-2911

454 158-0082 東京都 世田谷区 等々力8-24-14 等々力内科クリニック 内科、呼吸器科、循環器科、消化器内科、放射線科、小児科 03-3702-5425 http://www.myclinic.ne.jp/todoroki_cl/

456 132-0024 東京都 江戸川区 一之江7-37-17
ﾗﾅｲﾀｳﾝﾙﾈｯｻﾝｽﾊｲﾗｲｽﾞｱﾈｯｸｽ
1階

まつかわハートクリニック 内科、循環器科、眼科、消化器科、小児科、呼吸器科 03-5661-0810 http://tyo-heart.jp/matsukawa/index.html

457 132-0034 東京都 江戸川区 小松川1-5-3-105 みやクリニック
内科、小児科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整
形外科、糖尿病外来、在宅医療

03-3681-0050 http://www.miya-clinic.jp

458 158-0097 東京都 世田谷区 用賀2-10-14 1階 松尾内科クリニック 内科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科 03-5717-7272 http://www.matsuo-naika.jp

462 108-0071 東京都 港区 白金台4-2-11 白金台ｸﾚｽﾄ2F 白金レディースクリニック 婦人科、内科 03-3473-7833
http://shirokane-
lc.jp/kamoku/kamoku.html

464 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢4-5-2 久富医院 内科、小児科、呼吸器科、循環器科、消化器科 03-3720-6236
http://www.newton-
doctor.com/doctor/tokyo14/hisatomi/s01

465 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-10-14 正栄ﾋﾞﾙ2F 西葛西駅前皮フ科 皮膚科 03-3688-5300

466 134-0084 東京都 江戸川区 東葛西6-2-13 2Fﾌﾛｰﾗﾙ東葛西7内 おかはら胃腸クリニック 胃腸科、外科、リハビリ科 03-5659-2155 http://www.okahara-clinic.com

467 155-0031 東京都 世田谷区 北沢2-26-3 小川ﾋﾞﾙ2F 依田レディスクリニック 産科、婦人科 03-3469-0828 http://www.yoda-clinic.com

468 107-0062 東京都 港区 南青山2-4-12 南青山ｱｻﾋﾋﾞﾙ3F セイントメディカルクリニック 婦人科、内科 03-5772-6881 http://www.saint.or.jp

470 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-19-8 新葛西クリニック 内科、腎臓内科、泌尿器科、血液透析 03-3675-2511

471 156-0055 東京都 世田谷区 船橋1-16-1 せきぐちクリニック 小児科、内科 03-3429-4181 http://www.sekiguchi-clinic.net
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472 136-0073 東京都 江東区 北砂4-24-11 南塚内科医院 内科、循環器科、胃腸科 03-3644-0068

473 157-0067 東京都 世田谷区 喜多見8-18-10 小泉ﾋﾞﾙ1F 藤沢レディースクリニック 産婦人科 03-5727-1212 http://www.fujisawa-clinic.com

474 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-10-13 202 葛西眼科医院 眼科 03-3687-7710

475 135-0016 東京都 江東区 東陽5-25-14 石川クリニック 内科 03-3647-9234

477 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-6-12 西葛西南口整形外科・リウマチ科 整形外科、リハビリテーション、リウマチ 03-5675-3191 http://www.nishikasai-seikei.com/

479 141-0032 東京都 品川区 大崎1-6-4 新大崎勧業ﾋﾞﾙ2F 三穂クリニック 内科、循環器科、胃腸科、外科、整形外科、肛門科 03-5436-8600 http://www.miho-cl.com

480 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西3-18-1 三枝産婦人科医院 産婦人科 03-3680-3003 http://www.saigusa.or.jp

484 104-0052 東京都 中央区 月島3-30-3 ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞﾋﾞﾙ2~4F こども元気クリニック 小児科、内科、アレルギー科 03-5547-1191

485 158-0081 東京都 世田谷区 深沢2-13-21 河﨑内科クリニック 内科、消化器科 03-5707-9520
http://www.newton-
doctor.com/doctor/tokyo14/fukasawakawas
aki/s01/

487 108-0071 東京都 港区 白金台5-18-6 白金台診療所 内科、小児科、皮膚科 03-3473-4741

488 156-0236 東京都 世田谷区 経堂2-17-1 波平レディスクリニック 産婦人科、泌尿器科 03-5477-0236 http://www.ten-namihiralc.com/

490 154-0022 東京都 世田谷区 梅丘1-11-3 鴻上内科医院 内科、消化器科、循環器科 03-3420-5219 http://www.kougami.or.jp/

491 106-0031 東京都 港区 南麻布2-14-19 ｵｷﾉﾋﾞﾙ 吉田整形外科 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 03-3441-1178

494 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町1-4-4 立花外科医院 外科、皮膚科、泌尿器科 03-6909-8012 http://www.myclinic.ne.jp/tachibanaiin/pc/

495 105-0004 東京都 港区 新橋2-5-6 大村ﾋﾞﾙ202 大村ビル皮フ科 皮膚科 03-3503-2278 http://www.geocities.jp/hifukaiin/

496 105-0004 東京都 港区 新橋3-11-1 ACOM新橋ﾋﾞﾙ1F 新橋トラストクリニック 内科、皮膚科 03-5733-3581 http://www.trustclinic.jp/index.html

498 104-0061 東京都 中央区 銀座5-9-15 銀座清月堂ﾋﾞﾙ4階 銀座さわだ内科クリニック 内科、胃腸科、皮膚科 03-3572-4898 http://www.iseikai-med.or.jp/

499 170-0005 東京都 豊島区 南大塚3-45-5 ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ1F 大塚・栄一クリニック
心療内科、一般内科、アレルギー科、口腔心療科

03-3987-8110 http://www3.ocn.ne.jp/~eiichi34/

500 170-0005 東京都 豊島区 南大塚3-45-5 ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ1F 大塚・栄一クリニック
心療内科、一般内科、アレルギー科、口腔心療科

03-3987-8110 http://www3.ocn.ne.jp/~eiichi34/

501 104-0031 東京都 中央区 京橋2-11-11 宝永ビル2Ｆ 原眼科 眼科 03-3535-3570

502 134-0081 東京都 江戸川区 北葛西4-1-45 ｶｰｻ控井2F たんぽぽ・水野耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 03-3804-8711 http://www.soujinkai.or.jp/tampopo.html

504 158-0093 東京都 世田谷区 上野毛2-7-16 上野毛あだちクリニック 外科、内科、消化器科、肛門科 03-6303-1114 http://www.adachi-clinic.or.jp/

506 106-0031 東京都 港区 西麻布3-20-6 杉友ﾋﾞﾙ1F 西麻布クリニック 胃腸科、内科、外科、肛門科 03-3403-6696

508 136-0072 東京都 江東区 大島5-10-10 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ大島4F 大島耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-5626-1133 http://www.ojima-ent.com/

509 135-0022 東京都 江東区 三好2-15-10 深川クリニック 内科、循環器科、消化器科、放射線科 03-3630-0003 http://www.do-yukai.com

512 121-0813 東京都 足立区 竹の塚5-7-3 ｼﾞｮｲﾌﾟﾗｻﾞ2F 大塚ブレストケアクリニック 外科 03-5242-6200 http://breast-tsune.com

513 157-0062 東京都 世田谷区 南鳥山1-10-25 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵｰﾙ芦花1階 世田谷ホームケアクリニック 泌尿器科、内科、外科 03-5316-5250

514 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-3-12 E-1ﾋﾞﾙ3F 日本橋榎本内科 内科、消化器科、アレルギー科 03-3231-1003 http://www.h7.dion.ne.jp/~clinic/

515 134-0083 東京都 江戸川区 中葛西5-2-41 池下レディースチャイルドクリニック 産婦人科、小児科 03-5605-4103 http://www.ikeshita-clinic.com/kasai/

516 136-0076 東京都 江東区 南砂4-7-23 植田医院 内科 03-3648-0727

517 105-0003 東京都 港区 西新橋1-20-3 虎ﾉ門法曹ﾋﾞﾙ1階 虎の門小澤クリニック 内科 03-3507-1101 http://www.ozawaclinic.jp/

518 135-0016 東京都 江東区 東陽3-3-6 前川ﾋﾞﾙ3F 木場整形外科 整形外科、リハビリテーション科 03-5653-2755 http://www.kibaseikei.org
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519 136-0071 東京都 江東区 東陽2-4-29 ﾏﾙｼﾝﾋﾞﾙ2F こどもクリニック さとう 小児科、アレルギー、内科 03-3645-2095

520 103-0021 東京都 中央区 日本橋本石町3-2-12 社労士ﾋﾞﾙ2F 日本橋ハートクリニック 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科 03-5201-8100
http://tyo-
heart.jp/nihonbashi/index.html

521 103-0026 東京都 中央区 日本橋兜町8-8 中島クリニック
内科、外科・消化器科、整形外科、眼科、放射線科、透析

03-3666-0880 http://www.nakajimaclinic.com/

522 156-0056 東京都 世田谷区 八幡山2-4-5 八幡山ハートクリニック 内科、循環器 03-5316-9077 http://www.h-heartclinic.com/

523 279-0014 千葉県 浦安市 明海5-7-1 神谷内科クリニック 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科 047-305-0127 http://www.119.ne.jp/kamiya-clinic/

524 108-0074 東京都 港区 高輪2-14-17 敬友クリニック高輪 内科 03-3442-5161

525 134-0087 東京都 江戸川区 清新町1-4-1-106 清新北診療所 内科 03-3878-3001

527 154-0011 東京都 世田谷区 上馬2-28-16 近藤内科クリニック 内科、循環器科、呼吸器科、消化器科 03-3411-1310 http://www.kondo-cl.jp

531 104-0061 東京都 中央区 銀座5-9-12 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ4F 銀座みゆき通りデンタルクリニック 歯科、矯正歯科 03-5568-7007 http://www.ginza-miyukidori-dc.com/

532 133-0057 東京都 江戸川区 西小岩1-25-15 サシバビル１階 トータルケアクリニック 内科、整形外科、皮膚科 03-5612-5188 http://park19.wakwak.com/~yui/

533 136-0076 東京都 江東区 南砂5-19-1 南砂腎クリニック 腎臓内科 03-3615-5500

534 103-0026 東京都 中央区 日本橋兜町8-8 中島クリニック
内科、外科・消化器科、整形外科、眼科、放射線科、透析

03-3666-0880

535 135-0062 東京都 江東区 東雲1-9-10
ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2Fｸﾘﾆｯ
ｸﾓｰﾙ内

しののめ眼科 眼科 03-5547-5881 http://www.geocities.jp/shinonomeganka/

537 105-0001 東京都 港区 虎ﾉ門1-1-20 虎ﾉ門実業会館5F 日比谷クリニック 内科、皮膚科、泌尿器科、性病 03-3508-2508 http://www7.ocn.ne.jp/~hibikuri/

538 105-0004 東京都 港区 新橋1-13-12 堤ﾋﾞﾙ4F シーエスケー・クリニック 内科、消化器科 03-5157-5121 http://www.cskclinic.com/index.html

539 211-0053 神奈川県 川崎市 中原区上小田中3-29-2 ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨｰﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F ポプラメディカルクリニック 内科 044-751-8808
http://www.poplarmedicalclinic.com/inde
x.html

540 182-0007 東京都 調布市 菊野台2-23-5 サニーアイランドビル3階 柴崎ファミリークリニック 内科、小児科、皮膚科、整形外科、外科、在宅医療 042-440-3545 http://www.shibasaki-fcl.com

542 107-0052 東京都 港区 赤坂3-21-16 赤坂中央クリニック 内科、リウマチ科、整形外科、消化器科 03-3586-7158 http://www.taizankai.jp/akasaka/index.html

544 107-0061 東京都 港区 北青山3-6-19 三和実業表参道ﾋﾞﾙ4F 北青山診療所 精神科、心療内科、神経科、内科 03-3797-0551 http://www.kitaaoyama-clinic.com

545 112-0002 東京都 文京区 小石川2-6-5 小石川二丁目ﾋﾞﾙ1階 後楽園駅前診療所 内科、泌尿器科、小児科 03-6801-8191 http://www.kourakuen-cl.jp

546 110-0016 東京都 台東区 台東4-8-5 T&T御徒町ﾋﾞﾙ4F 協和医院 内科、胃腸科、消化器内科、アレルギー科 03-3835-0186

549 133-0061 東京都 江戸川区 篠崎町2-7-1 ｲｰｽﾄﾊｲﾑ篠崎2F しのざき耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 03-5243-8177

551 178-0063 東京都 練馬区 東大泉1-28-6 ﾓﾝｾｰﾇ大泉3階 つかさクリニック 内科、消化器科、外科、小児科、皮膚科 03-5947-5800 http://www.tsukasa-c.com/

553 162-0817 東京都 新宿区 赤城元町2-4 有恒ビル202号室 ワイズクリニック 内科、漢方内科、心療内科 03-3269-8981

558 100-6125 東京都 千代田区 永田町2-11-1 山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ25階 山王クリニック 内科、循環器科、精神科、皮膚科 03-3580-5001 http://www.sannoclinic.jp

559 135-0061 東京都 江東区 豊洲6-6-1 管理施設棟1F-108 東京中央卸売市場診療所 内科、外科、整形外科、精神科 03-6633-0002

560 104-0054 東京都 中央区 勝どき6-3-2 東京ﾀﾜｰｽﾞﾐｯﾄﾞﾀﾜｰ1F 東京タワーズ歯科 一般歯科・口腔外科 03-6794-0001 http://www.t-towers-dc.com

561 104-0051 東京都 中央区 佃1-11-8 ﾋﾟｱｳｴｽﾄｽｸｴｱ1F ピアウエストスクエア歯科 一般歯科・小児歯科・矯正歯科 03-5548-5018 http://www.pw-dc.com/

562 104-0055 東京都 中央区 豊海町5-9 東京水産会館4F とよみマリン歯科 小児歯科・一般歯科 03-3536-5665 http://www.toyomi-marine.com

564 135-0042 東京都 江東区 木場5-3-7 東寿会ﾋﾞﾙ2F 岡本内科クリニック 内科、精神科 03-3820-6660

565 135-0063 東京都 江東区 有明3-5-7 TOC有明 東京放射線クリニック 放射線科 03-3529-5420 http://www.troc.jp

566 190-0022 東京都 立川市 錦町2-1-33 立川南口HMﾋﾞﾙ2階 まつもとクリニック 内科、外科、乳腺外科、消化器内科、肛門外科 042-540-6766 http://www.dr-matsumotoclinic.com/pc/
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567 274-0823 千葉県 船橋市 二宮1-5-4 いとう内科循環器科クリニック 内科、循環器科 047-465-2000
http://homepage2.nifty.com/itoclinic/index.h
tml

568 158-0093 東京都 世田谷区 上野毛3-4-16 松村医院 内科、小児科 03-3702-8358 http://www.matsumura-iin.com

571 103-0028 東京都 中央区 八重洲1-9-13 八重洲ﾔﾖｲﾋﾞﾙ6階 八重洲ヤヨイクリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科、循環器内科 03-5204-0841 http://www.myclinic.ne.jp/yayoi/

572 104-0045 東京都 中央区 築地1-9-9 築地神経科クリニック 脳神経外科、神経内科、放射線科 03-6226-3546 http://www.tguc.jp/

573 104-0032 東京都 中央区 八丁堀2-21-5 西勘ﾋﾞﾙ2階 かわすみ歯科医院 歯科 03-3551-8521 http://www.kawasumi-shika.com/

575 157-0073 東京都 世田谷区 砧8-21-8 あんどうファミリークリニック 内科、消化器科、小児科、肛門科 03-5727-5500 http://www.andyman.jp

576 104-0032 東京都 中央区 八丁堀3-19-9 ５階 ミチワクリニック 心療内科、内科 03-3552-7099 http://www.michiwaclinic.jp/index.htm

577 105-0022 東京都 港区 海岸1-2-20 汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F 浜松町ハマサイトクリニック 内科、消化器科、皮膚科、整形外科 03-5472-1100 http://www.hamasite-clinic.jp/

578 135-0061 東京都 江東区 豊洲2-5-3
パークシティ豊洲医療モール1
階

豊洲寺沢クリニック 内科、循環器科 03-6273-2030 http://www.terasawa-clinic.com

580 150-0012 東京都 渋谷区 広尾5-5-1 4階 プラザ形成外科 形成外科、美容外科、皮膚科 03-5475-2345 http://www.plazaclinic.jp

581 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-28-7 弓削医院 泌尿器科、皮膚科 03-3666-3972

582 153-0044 東京都 世田谷区 代沢2-28-11 山手クリニック 整形外科、リハビリテーション科、内科、在宅医療 03-5431-5228 http://www.yamateclinic.jp/

585 162-0825 東京都 新宿区 神楽坂3-6 神楽坂医院 麻酔科、整形外科、内科 03-3269-7267 http://www.kagurazaka-iin.com

586 132-0024 東京都 江戸川区 一之江3-2-35 一之江TIAﾋﾞﾙ2F 一之江内科クリニック 内科、循環器科 03-3656-6688 http://ichinoe.nankatu.or.jp/index.html

587 220-0011 神奈川県 横浜市 西区高島2-14-17 ｸﾚｱﾄｰﾙ横浜ﾋﾞﾙ3F 横浜循環器呼吸器内科クリニック 循環器内科、呼吸器内科、内科 045-450-3330 http://yokohama-clinic.com

588 141-0021 東京都 品川区 上大崎2-12-2 ﾐｽﾞﾎﾋﾞﾙ2F めぐみクリニック目黒 内科、消化器内科 03-5422-9877 http://www.megumicl.com

590 103-0021 東京都 中央区 日本橋本石町3-2-12 日本橋メンタルクリニック 精神科、神経科、心療内科 03-3243-2772 http://www.nihonbashi-mc.com

591 132-0024 東京都 江戸川区 一之江7-49-5 IMSｸﾚｲﾄﾞﾙ1階 なかぞのクリニック 小児科、内科 03-5661-9855 http://www.nakazono-clinic.com

592 132-0024 東京都 江戸川区 一之江7-49-5 IMSｸﾚｲﾄﾞﾙ1階 なかぞのクリニック 小児科、内科 03-5661-9855 http://www.nakazono-clinic.com

593 135-0047 東京都 江東区 富岡1-23-17 T.Tﾋﾞﾙ2階 芳仁皮膚科医院 皮膚科、アレルギー科、内科、美容皮膚科 03-6657-1212 http://www.ho-jin.jp

594 277-0062 千葉県 柏市 光ヶ丘団地4-10-101 光ヶ丘診療所 内科、小児科、消化器科 04-7176-5839 http://hikarigaoka-clinic.com

596 225-0014 神奈川県 横浜市 青葉区荏田西2-14-5 むらたクリニック 泌尿器科、皮フ科、内科 045-910-6652 http://www.murata-clinic.jp/

598 135-0061 東京都 江東区 豊洲2-5-3 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ豊洲C棟医療ﾓｰﾙ1階 大久保クリニック 泌尿器科、女性泌尿器科 03-5546-2441 http://www.okubo-cl.com

599 179-0074 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1F ハートクリニック練馬春日町 内科、循環器科、消化器科 03-5971-8550 http://www.heart-clinic.info

600 211-0063 神奈川県 川崎市 中原区小杉町3-428 小杉山協ﾋﾞﾙ3階 メンタルクリニック エルデ 心療内科、神経精神科 044-738-1120 http://www.mental-erde.com

601 110-0003 東京都 台東区 根岸3-12-14 かとう医院 内科、リハビリテーション科 03-5603-7161

603 135-0061 東京都 江東区 豊洲4-4-26 NYﾋﾞﾙ1階 りんかい豊洲クリニック 心療内科、老年精神科、精神科 03-5548-5560 http://ishinkai.org/

605 101-0061 東京都 千代田区 三崎町1-3-12 水道橋ﾋﾞﾙ9階 水道橋東口クリニック 内科、老年内科 03-3292-1270 http://suidobashi-east-cl.webmedipr.jp/

609 247-0056 神奈川県 鎌倉市 大船1-23-31 濱田耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 0467-46-2336

610 104-0031 東京都 中央区 京橋2-5-1 TCMﾋﾞﾙ5階 吉田デンタルクリニック 歯科・歯科口腔外科 03-5524-7281 http://www.ydental.com

611 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-3-14 東京駅センタービルクリニック 内科 03-3517-6688 http://tec-c.jp/

614 107-0052 東京都 港区 赤坂3-15-9 萬屋ﾋﾞﾙ5F ふなきクリニック 内科、消化器・肝臓内科、循環器内科、糖尿病、脂質代謝内科 03-3505-0300 http://funakic.com
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616 156-0055 東京都 世田谷区 船橋5-4-3 ながよしクリニック
内科、外科、小児科

03-6304-6616 http://www.nagayoshi-clinic.jp/

617 154-0015 東京都 世田谷区 桜新町2-10-4 ミケア３階 桜新町濱岡ブレストクリニック 乳腺外科、乳腺内科 03-5426-2848 http://www.breast-clinic.com

618 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-1-2 NTAﾋﾞﾙ9F 八重洲中央クリニック 婦人科、泌尿器科 03-3270-1121 http://www.centralclinic.or.jp

619 104-0045 東京都 中央区 築地2-9-5 T&Mﾋﾞﾙ1F アレジオ銀座クリニック 耳鼻咽喉科、漢方内科、疼痛緩和内科 03-5148-1187 http://www.ginza-clinic.com

624 963-8014 福島県 郡山市 虎丸町23-18 桜井産婦人科医院 産婦人科、産科、婦人科 024-932-1637 http://www.sakurai-cl.net

625 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前4-14-18 表参道J-FLAT2F 神宮前皮膚科 皮膚科 03-3470-1112 http://www.jingumae-hifuka.com/

626 160-0008 東京都 新宿区 三栄町24-3 皿井医院 耳鼻咽喉科、気管食道科 03-3353-0858

627 400-0025 山梨県 甲府市 朝日1-8-13 小沢耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 耳鼻咽喉科、アレルギー科 055-252-2790 http://www.ozawa-clinic.com/

628 108-0072 東京都 港区 白金3-10-18 耳鼻咽喉科　望月医院 耳鼻咽喉科 03-3442-3387 http://www.mochizuki-clinic.com/

629 368-0043 埼玉県 秩父市 中町3-6 片山耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 0494-23-3341

631 410-0047 静岡県 沼津市 庄栄町10-17 こだま耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 055-926-1333

632 113-0021 東京都 文京区 本駒込1-6-19 ｻﾝﾕｰﾋﾞﾙ2階 とくなが耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食道科 03-5815-5887 http://www.tokunagajibika.com

633 120-0026 東京都 足立区 千住旭町42-2 ﾙﾐﾈ北千住店９階 江本眼科 眼科 03-6806-1002 http://www.emoto-ganka.com/

634 105-0001 東京都 港区 虎ﾉ門1-1-25 虎の門一丁目ﾋﾞﾙ6F 虎の門耳鼻科クリニック 耳鼻咽喉科 03-3597-8286 http://www.torajibi.jp/

635 272-0021 千葉県 市川市 八幡4-4-1 古谷皮膚科クリニック 皮膚科 047-334-3131

637 141-0021 東京都 品川区 上大崎3-3-1 ｵﾊﾞﾀﾋﾞﾙ5F めぐろ駅東口メンタルクリニック 精神科、心療内科、精神神経科 03-6229-2188 http://mh-mental.jp

638 104-0061 東京都 中央区 銀座1-5-11 小林ﾋﾞﾙ2F 銀座柳通り歯科クリニック 一般歯科、口腔外科、矯正歯科 03-3563-5817
http://www.total-aesthetics-
treatment.com/

639 150-0034 東京都 渋谷区 代官山町20-9 HBLD代官山2F 代官山メンタルクリニック 心療内科、精神科 03-5456-4335 http://daikanyama-cl.jp

641 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-2-10 草野高砂ﾋﾞﾙ6F メンタルヘルス田井クリニック 心療内科、精神科 048-816-5521 http://www.taiclinic.com

642 107-6206 東京都 港区 赤坂9-7-1 ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ･ﾀﾜｰ6F 東京ミッドタウンクリニック 循環器科 03-5413-0080 http://www.tokyomidtown-mc.jp

644 107-0052 東京都 港区 赤坂3-15-9 ACRﾋﾞﾙ2F 赤坂メディカルMクリニック 形成外科、皮膚科、美容外科 03-6426-5563 http://akasaka-mclinic.jp/

645 108-0074 東京都 港区 高輪2-15-11 高輪ﾎﾜｲﾄﾏﾝｼｮﾝ105号 品川ハートメディカルクリニック 血管外科、内科、循環器内科、外科 03-5422-8841 http://www.shinagawaheart.com

646 105-0014 東京都 港区 芝浦1-11-4 4F みどり矯正歯科 矯正歯科 03-5442-1181 http://www.midori-ortho.com

647 143-0016 東京都 大田区 大森北1-8-2 icot大森ﾋﾞﾙ2F グッドスリープ・大森クリニック 内科 03-5753-1133 http://www.good-sleep.gr.jp

650 330-0834 埼玉県 さいたま市 大宮区天沼町2-759 さいたまセントラルクリニック 放射線科、内科、脳神経外科、循環器内科 048-658-3741 http://www.saitama-cc.or.jp/

651 171-0021 東京都 豊島区 西池袋1-39-4 第一大谷ﾋﾞﾙ1F 池袋大谷クリニック 呼吸器内科、内科、アレルギー科 03-3986-0337 http://otani-clinic.com/

652 162-0814 東京都 新宿区 新小川町1-14 飯田橋ﾘｰﾌﾟﾚｯｸｽﾋﾞｽﾞ1F 心臓画像クリニック飯田橋 循環器内科、放射線科 03-5206-5956 http://www.cviclinic.com

654 154-0015 東京都 世田谷区 桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町B1F 桜新町ペインクリニック ペインクリニック内科、疼痛緩和内科、麻酔科、漢方内科 03-5799-6566 http://sakurashinmachi-pain.com

655 111-0032 東京都 台東区 浅草4-11-6 浅草クリニック
内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼
科

03-3876-3200 http://www.asakusa-clinic.or.jp

656 111-0032 東京都 台東区 浅草4-11-6 浅草クリニック
内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼
科

03-3876-3200 http://www.asakusa-clinic.or.jp

658 323-0022 栃木県 小山市 駅東通り1-32-1 小山イーストクリニック 内科、糖尿病内科、内分泌内科、循環器科、小児科、放射線科 0285-24-2200 http://www2.odn.ne.jp/oec/

659 135-0033 東京都 江東区 深川1-5-3 ｳｪﾙﾈｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ2F ひろた医院 内科、糖尿病内科、循環器内科 03-3641-6615
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660 135-0033 東京都 江東区 深川1-5-3 ｳｪﾙﾈｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ2F ひろた医院 内科、糖尿病内科、循環器内科 03-3641-6615

661 101-0033 東京都 千代田区 神田岩本町1 番地岩本町ﾋﾞﾙ4F 鈴森内科クリニック 糖尿病、消化器内科、一般内科 03-3253-7081 http://www.suzumori-cl.com/

662 165-0032 東京都 中野区 鷺宮2-5-7 宮ﾋﾞﾙ2F 塩崎クリニック 内科、胃腸科、外科、肛門科 03-5327-3336

665 105-0011 東京都 港区 芝公園3-4-30 32芝公園ﾋﾞﾙ3F 東京クリニックデンタルオフィス 歯科 03-3431-4225
http://www2.gol.com/users/tward/clinic.htm
l

667 135-0016 東京都 江東区 東陽4-8-22 TSKビル3F 東陽すずらんレディースクリニック 産婦人科 03-5926-5688

670 136-0073 東京都 江東区 北砂4-6-2 亀高医院 内科、消化器内科、高齢者内科、内視鏡内科 03-3648-0011 http://www.kametakaiin.com

671 240-0023 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区岩井町334 栗林歯科 歯科、インプラント、審美歯科、矯正歯科、口腔外科 045-742-4500 http://kurident.com/

672 108-0023 東京都 港区 芝浦4-9-18 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ田町613 芝浦ホームクリニック 内科、外科、整形外科 03-5419-7746 http://www.shibaura-home-clinic.com

674 135-0061 東京都 江東区 豊洲5-5-25 昭和大学豊洲寮1Ｆ 有明こどもクリニック 小児科、アレルギー科、内科 03-6204-2733 http://ariakekids.byoinnavi.jp

675 279-0014 千葉県 浦安市 美浜1-9-2 パシフィックマークス新浦安7階 新浦安医院 内科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科 047-304-2020 http://shin-urayasu.com

679 140-0013 東京都 品川区 南大井6-19-7 HARUﾋﾞﾙ4階 ひろクリニック大森 内科、外科、在宅訪問診療 03-5753-5695 http://www.hiro-cl.jp/clinic.html

680 158-0094 東京都 世田谷区 玉川1-15-6 204号 二子玉川ライズひろ内科クリニック 内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科 03-5797-9861 http://www.hiro-cl.net

681 105-7190 東京都 港区 東新橋1-5-2 汐留ｼﾃｨｾﾝﾀｰB2F 汐留第二セントラルクリニック 産婦人科 03-6218-2121 http://www.centralclinic.co.jp/

683 279-0002 千葉県 浦安市 北栄3-8-1 ｸﾞﾛｰﾘｰﾏﾝｼｮﾝ岡崎1階 浦安耳鼻咽喉科・アレルギー科 耳鼻咽喉科 047-316-8733 http://www.urayasu-ent.com/

684 104-0033 東京都 中央区 新川2-24-10 デンタルオフィス谷本 歯科 03-3551-8461 http://www5b.biglobe.ne.jp/~tanimoto

685 123-0872 東京都 足立区 江北4-32-11 とよやま整形外科クリニック 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 03-5838-1055

686 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町1-18-9 ATﾋﾞﾙ3F 四季レディースクリニック 婦人科、女性内科 03-6661-9208 http://www.4season-cl.com/index.html

687 104-0031 東京都 中央区 京橋2-8-21 昭和ﾋﾞﾙ別館4階 京橋内科医院 内科 03-3567-8311

690 222-0033 神奈川県 横浜市 港北区新横浜2-12-8 扶桑ﾋﾞﾙ1F 新横浜循環器科・内科 循環器科、内科 045-470-8545 http://www.shinyoko-j.com

692 104-0061 東京都 中央区 銀座1-15-8 銀座耀ﾋﾞﾙ5F セキネデンタルクリニック 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3567-4182 http://sekine-d-c.byoinnavi.jp

693 170-0005 東京都 豊島区 南大塚3-44-11 ﾌｻｶﾋﾞﾙ2F 関根歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3981-2646 http://sekineshika.byoinnavi.jp

694 107-0052 東京都 港区 赤坂9-6-30 ﾙｲﾏｰﾌﾞﾙ乃木坂109 赤坂慶友クリニック 内科、消化器科 03-5772-1419 http://www.akasakakeiyu-clinic.com

695 154-0004 東京都 世田谷区 太子堂1-12-34 ﾙ･ﾘｵﾝ三軒茶屋Ⅱ2F 三軒茶屋ウィメンズクリニック 産科、婦人科 03-5779-7155 http://sangenjaya-wcl.com

697 130-0021 東京都 墨田区 緑1-14-4 両国TYﾋﾞﾙ2階 両国耳鼻咽喉科・アレルギー科 耳鼻咽喉科・アレルギー科 03-6659-4187 http://www.ryogoku-ent.com/

698 130-0005 東京都 墨田区 東駒形1-19-7 篠塚歯科医院 歯科一般、小児歯科、矯正歯科、口腔外科 03-3622-2619 http://www.shinozuka-dental.com/

700 261-0011 千葉県 千葉市 美浜区真砂3-13-4 由宇クリニック 内科、循環器、消化器 043-278-5050 https://yuuclinic1985.com/

701 105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-5 浜松町営和ﾋﾞﾙ5F ともクリニック浜松町 心療内科、精神科 03-5425-2233 http://www.tomo-clinic.jp

702 104-0061 東京都 中央区 銀座3-7-1 松屋診療所 内科 03-3567-1211 ※社員のみ受診可

703 104-0054 東京都 中央区 勝どき1-8-1 勝どきﾋﾞｭｰﾀﾜｰ213号 勝どき小平眼科 眼科 03-5547-8010 http://www.kachidoki-ganka.com

704 154-0016 東京都 世田谷区 弦巻4-8-16 ｸﾘｴｲﾄﾋﾙ弦巻1F ヒロデンタルクリニック 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 03-6413-0648

705 120-0026 東京都 足立区 千住旭町39-11 野原耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-3870-2022 http://www.nohara-ent.com/

706 343-0826 埼玉県 越谷市 東町2-8 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori2階 おだやかライフ内科クリニック 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科 048-990-3235 http://www.odayaka-life.com/
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707 107-6302 東京都 港区 赤坂5-3-1 赤坂Bizﾀﾜｰｱﾈｯｸｽ2F 赤坂おだやかクリニック 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科 03-6234-0511 http://www.akasaka-odayaka.com/

708 101-0051 東京都 千代田区 神田神保町1-105 神保町三井ビルディング こころとからだの元氣プラザ
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、漢方内科、
精神科、泌尿器科、婦人科、乳腺外科

03-5210-6666 http://www.genkiplaza.or.jp/index.html

709 300-0035 茨城県 土浦市 有明町2-31 関鉄土浦ﾋﾞﾙ4階 つちうら東口クリニック 小児科、内科、神経科（小児）、アレルギー科 029-825-7880 http://www.myclinic.ne.jp/thc

710 104-0061 東京都 中央区 銀座4-2-2 第1弥生ﾋﾞﾙ7F 銀座並木通りクリニック 内科、外科、呼吸器科、緩和ケア科 03-3562-7773 http://www.ginzanamiki-clinic.com

711 133-0051 東京都 江戸川区 北小岩4-8-6 田中歯科医院 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 03-3658-1635

712
103-0023

東京都 中央区 日本橋本町2-4-12 ｲｽﾞﾐﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F 日本橋形成外科 形成外科、皮膚科、美容外科 03-6825-1712 http://www.nihonbashi-ps.jp

713 105-0001 東京都 港区 虎ﾉ門4-2-4 ﾖｼﾉﾋﾞﾙ5階 かみや町駅前クリニック 脳神経外科、心療内科、漢方内科、内科、外科 03-6450-1375 http://kamiyacho.org/index.html

715 136-0071 東京都 江東区 亀戸6-2-3 田辺ﾋﾞﾙ5F クリニック　コスモス 内科、整形外科、皮膚科 03-5875-5102

716 108-0073 東京都 港区 三田5-2-18 三田ﾊｳｽ 三田ハウス内科クリニック 内科、循環器科 03-5443-3864

721 105-0011 東京都 港区 芝公園3-4-30 32芝公園ﾋﾞﾙ2F Tokyo Medical & Surgical Clinic
Cardiology, Dermatology, ENT, Gynecology, Internal Medicine, Neurology,
Ophthalmology, Orthopedics, Psychiatry

03-3436-3028 http://www.tmsc.jp

722 105-0011 東京都 港区 芝公園3-4-30 32芝公園ﾋﾞﾙ2F Tokyo Medical & Surgical Clinic
Cardiology, Dermatology, ENT, Gynecology, Internal Medicine, Neurology,
Ophthalmology, Orthopedics, Psychiatry

03-3436-3028 http://www.tmsc.jp

723 162-0045 東京都 新宿区 馬場下町62 三朝庵ﾋﾞﾙ4F さくまクリニック 内科、糖尿病内科、心療内科、精神科 03-5292-0345 http://www.sakuma-clinic.net

724 174-0051 東京都 板橋区 小豆沢2-22-12 うえむらもときデンタルクリニック 歯科、小児歯科 03-3967-4182

725 105-0022 東京都 港区 海岸1-2-20 汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F 東京浜松町眼科ｸﾘﾆｯｸ 眼科 03-3434-4113 www.mikku.co.jp/tho/

726 157-0073 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 ふじ内科クリニック 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科 03-5727-0007
http://www.myclinic.ne.jp/fujinaika/pc/in
dex.html

727 105-0009 東京都 港区 新橋3-2-2 第一一美ﾋﾞﾙ4F 新橋14クリニック 心療内科、精神科 03-6206-1582

729 111-0041 東京都 台東区 元浅草3-4-7 服部医院 呼吸器内科、アレルギー科、内科、小児科 03-3842-1851 http://hattorihp.web.fc2.com/

730 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町15-15 西鉄日本橋人形町ビル4階 エナ女性クリニック日本橋 産婦人科 03-3667-0085 http://www.yasuelc.com/

732 102-0083 東京都 千代田区 麹町6-4-14 2階 四ツ谷レディスクリニック 産婦人科、内科 03-3234-5343 http://www.yotsuya-lc.com/

733 273-0045 千葉県 船橋市 山手3-1-12 新船橋ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑ2F-C 新船橋耳鼻咽喉科・アレルギー科 耳鼻咽喉科 047-402-3387 http://www.shinfunabashi-ent.com/

734 162-0822 東京都 新宿区 下宮比町3-2 あいクリニック 内科・循環器内科 03-6265-3885 http://www.i-clinic3885.com/

735 104-0061 東京都 中央区 銀座1-9-17 吉川医院 内科、外科、胃腸科、皮ふ科 03-3561-4010 http://www.yoshikawaiin.com/

737 135-0061 東京都 江東区 豊洲3-2-3 豊洲ｷｭｰﾋﾞｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ1F 神津クリニック 内視鏡内科、消化器内科、内科 03-6225-0551 http://kozu-clinic.com/

738 103-0022 東京都 中央区 日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ﾋﾞﾙ7F 日本橋内科・アレルギー科クリニック 内科、呼吸器科、アレルギー科、小児科 03-3274-4159
http://www.nihonbashi-
allergy.jp/index.php

739 287-0002 千葉県 香取市 北3-13-10 日新外科胃腸科医院 外科 0478-54-5977

741 273-0045 千葉県 船橋市 山手3-1-12 新船橋ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑ2F-B しんふなキッズクリニック 小児科 047-404-4238 http://www.shinfuna-kids.com/

742 154-0015 東京都 世田谷区 桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町1F メンタルクリニック　やまびこ 心療内科、精神科 03-5426-0408 http://mental-yamabiko.com/

744 104-0061 東京都 中央区 銀座5-1-15 銀座メディカルセンター4F 銀座泰江内科クリニック 内科、循環器内科、糖尿病内科 03-5537-3553 http://www.ginza-ys-clinic.com/

745 227-0038 神奈川県 横浜市 青葉区奈良4-6-15 わかたけの杜ｸﾘﾆｯｸ棟 サンメディカルクリニック青葉 内科、訪問診療 045-960-5810 https://www.sanmedicalclinic.com/

746 105-0013 東京都 港区 浜松町2-11-16 ﾕｰﾜﾋﾞﾙ2F 芝メンタルクリニック 精神科、心療内科 03-6459-0806 http://www.shiba-mental.com/

747 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-5-11 八重洲中央ﾋﾞﾙ4階 八重洲中央歯科 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3273-1182 http://www.mydentist.jp/

748 112-0001 東京都 文京区 白山5-36-9 白山麻の実ﾋﾞﾙ9F 白山レディースクリニック 婦人科、産婦人科、美容皮膚科、乳腺外科、女性内科 03-5689-3070 http://www.mikku.jp/hakusan/



No 〒 都道府県 市区町村 番地 ビル名 医療機関名 標榜科目 電話 Ｗｅｂ

751 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-16-4 ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ3階 西葛西歯科室 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 03-5667-2821

754 151-0053 東京都 渋谷区 代々木4-32-1 ﾄｰｼﾝﾋﾞﾙﾐﾚﾆｱﾑ4F 初台あらいクリニック 内科、消化器科、外科、肛門科 03-5302-1707 http://hatsudai-arai.com/

756 124-0023 東京都 葛飾区 東新小岩5-18-6 あさひ歯科クリニック 一般歯科 03-5670-5215

757 261-0005 千葉県 千葉市 美浜区稲毛海岸5-3-1 稲毛海岸ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1階 こん内科クリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科 043-242-5888 http://kon-naika.com/

758 100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-4-1 丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ11階1101区 丸ビル歯科 一般歯科 03-3201-4617 http://www.marubiru-shika.com/

759 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前4-11-6 表参道千代田ビル5F ベルエアガーデン歯科 一般歯科 03-3408-3883 http://www.belaire.jp/

760 100-0014 東京都 千代田区 永田町2-14-2 山王グランドビル歯科 一般歯科 03-3581-7071 http://www.sanno-dental.com/

761 135-0016 東京都 江東区 東陽3-23-11 ｲｰｽﾄヴｨﾚｯﾁﾞｴﾝﾄﾞｳ1F 東京東部サンライズクリニック 内科（在宅療養支援診療所） 03-5541-7075

762 101-0054 東京都 千代田区 神田錦町3-16 香村ﾋﾞﾙ2F ライフ千代田クリニック 内科（在宅療養支援診療所） 03-5282-5010 http://life-chiyoda.com/index.html

763 104-0045 東京都 中央区 築地1-9-9 細川築地ﾋﾞﾙ8階 築地皮膚と手のクリニック 皮膚科、形成外科、外科（手外科） 03-6264-0297 http://hifu-te.jp/

764 183-0023 東京都 府中市 宮町1-22-6 のぞみﾋﾞﾙ6階 府中けやきクリニック 内科、外科 042-306-7768

765 104-0054 東京都 中央区 勝どき1-13-6 プラザタワー勝どき２階 つがわ歯科・矯正歯科 一般歯科、口腔外科、矯正歯科、インプラント、小児歯科 03-6204-2001 http://www.tsugawa-dc.com/

766 323-0022 栃木県 小山市 駅東通り1-3-3 友井内科クリニック
内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、胃腸内科、アレルギー
科、神経内科

0285-30-1111

767 112-8503 東京都 文京区 小石川1-1-1
文京ガーデンゲートタワー　21
階

太平洋セメント(株)附属診療所 内科 03-5801-0244

769 135-0024 東京都 江東区 清澄1-4-12 ﾌｧｰｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ506 たけし在宅クリニック 精神科、内科、整形外科、皮膚科 03-5639-9163 http://www.takeshi-zaitaku.com/

770 154-0001 東京都 世田谷区 池尻3-4-5 矢野医院 内科（在宅療養支援診療所） 03-3421-0220

772 108-0074 東京都 港区 高輪3-13-1 高輪ｺｰﾄ5F 京野アートクリニック高輪 婦人科、泌尿器科（生殖医療専門） 03-6408-4124 http://ivf-kyono.com/index.html

773 103-0022 東京都 中央区 日本橋室町1-6-12 1F たべ歯科クリニック 歯科 03-3270-8167 http://www.tabe-d.sakura.ne.jp/

774 174-0046 東京都 板橋区 蓮根3-9-11 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ西台駅前1階 すずき内科 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科、腎臓内科 03-5918-9968 http://www.szknaika.jp/

775 151-0053 東京都 渋谷区 代々木2-16-7 山葉ﾋﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ5F 谷本呼吸器内科クリニック 呼吸器科、アレルギー科、一般内科 03-5351-1081 http://www.tanimoto-clinic.com/

776 225-0024 神奈川県 横浜市 青葉区市ヶ尾町1063-3 ヴｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ201 市ヶ尾ペインクリニック内科 ペインクリニック内科、緩和ケア内科、内科、麻酔科 045-978-6678 http://www.sun-pain.jp/

777 157-0076 東京都 世田谷区 岡本2-17-14 岡本ｱﾈｯｸｽ202 世田谷ＯＡクリニック 内科、循環器内科、血管ケア外来、訪問診療 03-6320-1884 http://www.setagayaoa.com/index.html

785 105-0021 東京都 港区 東新橋1-2-10 ﾊﾟﾙ汐留4F ラファエルクリニック 内科、美容内科 03-6254-5335 http://raphael-clinic.net/

786 103-0021 東京都 中央区 日本橋本石町3-2-12 社労士ﾋﾞﾙ2F 日本橋ハートクリニック 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科 03-5201-8100
http://www.tyo-
heart.jp/nihonbashi/index.html

787 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-15-18 ﾊﾟﾙ学芸大1F 桜ウィメンズクリニック 婦人科、乳腺外科 03-5720-5121 http://sakura-w.jp/

789 135-0003 東京都 江東区 猿江1-18-18 さるえこどもクリニック 小児科、アレルギー科 03-6659-3040 http://sarue-kodomo.com

790 111-0034 東京都 台東区 雷門2-6-3 ﾕﾆｶ雷門ﾋﾞﾙ2F 東京トータルライフクリニック 内科、消化器内科、呼吸器内科 03-5806-9871 http://www.tlc.or.jp/tokyo/

791 251-0027 神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡4-14-3 湘南鵠沼　内科・リウマチ科　安達正則クリニック 内科、リウマチ科 0466-26-0378
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ADACHIMD
/

792 140-0014 東京都 品川区 大井7-29-2 藤川医院 小児科、リウマチ科、内科 03-3771-1764 http://www.myclinic.ne.jp/sfujikawa/

793 102-0073 東京都 千代田区 九段北1-3-2 大橋ﾋﾞﾙ6F 山本亜希メンタルクリニック 精神科、心療内科 03-3230-0002 http://yamamotoaki.jp/

794 181-0013 東京都 三鷹市 下連雀1-30-12 鎌田医院 内科、胃腸科、小児科 0422-43-4621
http://homepage2.nifty.com/kamadaclini
c/

796 170-0003 東京都 豊島区 駒込4-2-17 みやけ医院 呼吸器内科、内科、小児科 03-6903-7211 http://www.miyakeiin.com/
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797 135-0061 東京都 江東区 豊洲2-5-3 102E 豊洲パークシティ皮膚科 皮膚科、アレルギー科、内科、美容皮膚科 03-5547-1221
http://www.toyosu-
hifuka.com/pc/index.html

798 102-0084 東京都 千代田区 二番町7-7 四谷メディカルキューブ 女性泌尿器科、泌尿器科 03-3261-0401 http://www.mcube.jp/

799 351-0005 埼玉県 朝霞市 根岸台6-3-34 あいかわ循環器内科・内科 循環器内科、内科 048-461-8585 http://www.aikawa-naika.com/index.html

800 135-0061 東京都 江東区 豊洲5-5-1-108 ｼｴﾙｺｰﾄ1F 石原クリニック 内科、循環器内科 03-3533-9199 http://www.ishihara-cl.net/

801 167-0051 東京都 杉並区 荻窪5-27-5 中島第二ﾋﾞﾙ5階 こみちレディースクリニック 婦人科 03-5335-7575 http://komichi-lc.jp/

802 160-0007 東京都 新宿区 荒木町4 森初ﾋﾞﾙ2F 住友内科クリニック 内科、糖尿病内科、内分泌内科 03-5362-3288 http://www.sumitomo-clinic.jp/

805 135-0001 東京都 江東区 毛利1-11-14 住吉駅前歯科医院 一般歯科、小児歯科 03-3633-9531

806 131-8553 東京都 墨田区 堤通1-19-11 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ隅田ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F ガーデンプラザ石井クリニック 内科、循環器科 03-3616-1413
http://gardenplaza-ishii-
clinic.com/index.html

809 254-0065 神奈川県 平塚市 南原2-1-2 かとう腎・泌尿器科クリニック 泌尿器科、内科、麻酔科 0463-30-0415 http://www.kato-urc.com/

810 150-0012 東京都 渋谷区 広尾3-11-10 広尾羽澤内科眼科クリニック
内科、眼科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、アレルギー科、外
科

03-6450-5160 http://hanezawa-cl.jp/

811 251-0035 神奈川県 藤沢市 片瀬海岸1-3-7 1F のぐち内科江ノ島クリニック 内科一般 0466-55-3811 http://www.noguchinaika.jp/

812 195-0053 東京都 町田市 能ｹ谷町1-5-8 鶴川ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾋﾞﾙ5F 創見皮フ科クリニック 皮膚科、アレルギー科 042-735-6287 http://www.kanja.jp/017183.html

816 158-0097 東京都 世田谷区 用賀2-32-18-303 松原アーバンクリニック施設在宅医療部 内科、消化器科、循環器科、在宅訪問診療 03-3709-3180 http://www.matsubara-urban.jp

817 171-0021 東京都 豊島区 西池袋1-43-5 池袋大久保医院 循環器内科、内科 03-3987-3785 http://ookubo-clinic.com/

818 135-0064 東京都 江東区 青海2-3-23 フジテレビ湾岸スタジオビル1F フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 内科 03-5530-9860 http://www.fujiwanganshinryo.com/

819 100-6403 東京都 千代田区 丸の内2-7-3 東京ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F 女性のための統合ﾍﾙｽｸﾘﾆｯｸ・イーク丸の内 内科、乳腺科、婦人科 03-5220-1070 http://www.ihc.or.jp/

822 170-0002 東京都 豊島区
巣鴨1-30-2

ﾊｲﾂｻﾝｱﾍﾞﾆｭｰ2F 巣鴨泌尿器科内科クリニック 泌尿器科、内科 03-6912-0767 http://sugamo-urology.com/

823 103-0015 東京都 中央区 日本橋箱崎町5-14 ｱﾙｺﾞ日本橋ﾋﾞﾙ1F
近畿健康管理センター
KKCウェルネス東京日本橋健診クリニック

内科、婦人科（保険診療無し） 03-6667-7712 http://www.zai-kkc.or.jp/

825 104-0061 東京都 中央区 銀座4-3-13 ｺｲｽﾞﾐ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F ツカモト銀座クリニック 泌尿器科、内科 03-6228-6323 http://tsukamoto-ginza-clinic.jp/

826 241-0824 神奈川県 横浜市 旭区南希望が丘53-10 雨宮内科医院 内科、循環器科 045-365-2220

827 168-0063 東京都 杉並区 和泉4-51-6 ﾌｫﾝﾃｨｰﾇ杉並1F いりたに内科クリニック 内科、呼吸器内科、アレルギー科 03-5305-5788 http://www.iritani.jp/

829 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町1-13-15 新居ﾋﾞﾙ3F 茅場町いとう医院 産婦人科、内科（女性のみ） 03-6667-0198 http://www.kayabacho-itoiin.jp/

830 167-0051 東京都 杉並区 荻窪5-28-13 荻窪駅前ﾋﾞﾙ3F 清泉クリニック整形外科 整形外科 03-3220-1936 http://seisen.info/tokyo/

831 104-0053 東京都 中央区 晴海2-5-24 晴海ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F たけぶちファミリークリニック
消化器内科、小児科、内科、アレルギー科、漢方内科、リハビリテーション
科、皮ふ科

03-3534-2757 http://takebuchi-fc.com/

832 136-0071 東京都 江東区 亀戸2-42-5 くらまえ三洋ﾋﾞﾙ2F 亀戸キッズクリニック 小児科、アレルギー科 03-5875-3387 http://kameido-kids.com/

833 141-0021 東京都 品川区 上大崎2-12-2 ﾐｽﾞﾎﾋﾞﾙ2F めぐみクリニック目黒 内科、消化器内科 03-5422-9877 http://www.megumicl.com

835 262-0015 千葉県 千葉市 花見川区宮野木台2-5-33 ﾐｷ医療ﾓｰﾙ2F ほしなが耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科、アレルギー科 043-290-8741 http://hoshinaga.com/

836 341-0032 埼玉県 三郷市 谷中383 ｻﾞ･ﾗｲｵﾝｽﾞ三郷中央102 みさと中央耳鼻咽喉科・アレルギー科 耳鼻咽喉科、アレルギー科 048-952-4187 http://misatochuo-ent.com/

838 135-0048 東京都 江東区 門前仲町1-9-10 もんなか皮膚科クリニック 皮膚科 03-5620-0667 http://monnaka-hifuka.jp/

839 221-0835 神奈川県 横浜市 神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ﾋﾞﾙ3F 横浜西口菅原皮膚科 皮膚科 045-324-1281 http://sugawara-clinic.jp/

840 221-0835 神奈川県 横浜市 神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ﾋﾞﾙ3F 横浜西口菅原皮膚科 皮膚科 045-324-1281 http://sugawara-clinic.jp/

841 105-0022 東京都 港区 海岸1-16-1 ﾆｭｰﾋﾟｱ竹芝ｻｳｽﾀﾜｰ4F 東京ベイクリニック 内科、消化器科、外科 03-5404-3842 http://www.tokyobayclinic.com/
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842 151-0061 東京都 渋谷区 初台1-51-5 ｱｸｽ初台604 柏木クリニック 内科、循環器内科、リハビリテーション科（在宅療養支援診療所） 03-6300-0873 http://www.kashiwagiclinic.jp/

843 231-0002 神奈川県 横浜市 中区海岸通5-25-2-24 横浜馬車道皮膚科・ペインクリニック 皮膚科、麻酔科（ペインクリニック）、アレルギー科、美容外科 045-664-9455 http://bashamichi-skinpain.com/

844 104-0061 東京都 中央区 銀座4-10-1 銀座AZAﾋﾞﾙ4F 銀座・にわ歯科室 歯科、小児歯科 03-3545-0528

845 142-0062 東京都 品川区 小山6-1-1 ﾗﾒｿﾞﾝｼｰﾀ1階 はるクリニック西小山 内科、循環器内科、心臓血管外科、（在宅訪問） 03-5794-8630 http://haru-clinic.jp

846 111-0042 東京都 台東区 寿3-2-7 滝口外科胃腸科整形外科 整形外科、外科、胃腸科 03-3844-2276 http://www.takiguchi.or.jp/

848 158-0097 東京都 世田谷区 用賀2-41-17-1 2F 用賀アーバンクリニック 内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、外科、小児科、リウマチ科 03-5717-6331 http://www.yoga-urban.jp/

851 160-0022 東京都 新宿区 新宿2-11-14 しらゆりビューティークリニック 整形外科、形成外科、美容外科（自費診療） 03-5361-6851 http://shirabeau.blogdehp.ne.jp/

853 107-0052 東京都 港区 赤坂1-7-4 No.1ﾆｲｸﾗﾋﾞﾙ3F アメリカンクリニック東京 内科 03-6441-0969 http://www.americanclinictokyo.com/

855 150-0013 東京都 渋谷区 恵比寿1-24-4 恵比寿ハートビル診療所 内科（健診施設） 03-5420-8021 http://www.e-kenkou21.or.jp/

856 106-0045 東京都 港区 麻布十番3-5-1 バルゴ麻布5F 草間かほるクリニック 肛門外科、胃腸外科、内科 03-5730-1926 http://www.kahoru-kk.com/

857 102-0082 東京都 千代田区 一番町22-3 アデックス一番町ビル1F 三番町クリニック 内科、外科（在宅療養支援診療所） 03-5215-5755 http://www.sanban.net/

858 108-0014 東京都 港区 芝5-16-1 千代ﾋﾞﾙ3F 港三田クリニック
総合内科、胃腸科、消化器科、呼吸器科、皮膚科、アレルギー科、小児
科、婦人科、心療内科、循環器内科、生活習慣病、ストレス外来、鍼・漢
方 健診

03-3456-3391
03-3456-3392

http://www.minatomitaclinic.net/

859 231-0806 神奈川県 横浜市 中区本牧町2-364 山本内科クリニック 内科 045-622-3331 http://www.yamamoto-naika.com

860 133-0061 東京都 江戸川区 篠崎町7-19-4 神保消化器内科医院 消化器内科 03-3678-3652

861 151-0051 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷1-20-3 ﾊﾞﾙﾋﾞｿﾝ11号館203 千駄ヶ谷インターナショナルクリニック 内科、外科、小児科 03-3478-4747 http://www.sendagaya-ic.com/

862 104-0061 東京都 中央区 銀座7-2-4 ﾑｻｼ7ﾋﾞﾙ4F せいこレディースクリニック銀座 婦人科 03-5568-3128 http://www.seikoginza.com/

864 150-0013 東京都 渋谷区 恵比寿1-12-1 CRDEbisu1st5階 広尾レディース 産婦人科 03-5447-2900 http://www.hiroo-ladies.com/

865 107-0052 東京都 港区 赤坂5-5-18 オースピス赤坂8階 赤坂胃腸クリニック 消化器内科、胃腸科 03-3560-1123
http://www.hoyumedia.com/co/ag/akas
aka/

866 103-0016 東京都 中央区 日本橋小網町3-12 津布久医院 内科、外科、胃腸科、皮膚科 03-3666-1687
http://www.doctors-search.com/c-
chuo/tubukuiin/

867 105-0012 東京都 港区 芝大門1-1-14 芝大門いまづクリニック
内科、消化器内科、外科、肛門外科、放射線科、がん漢方（漢方腫瘍内
科）、漢方産婦人科

03-6432-4976 http://imazu.org/

868 156-0052 東京都 世田谷区 経堂2-1-33 西クリニック 内科、消化器科、肛門科、泌尿器科 03-3425-0024 http://www.nc-g.or.jp/nishi/

869 105-0014 東京都 港区 芝2-12-1 2F みなと芝クリニック 内科、外科、胃腸内科、肛門外科 03-3457-0555 http://www.minatoshiba-cl.com/

871 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前3-6-13 神宮前クリニック 内科、小児科、消化器内科、糖尿病内科、皮膚科、循環器科 03-6721-1801 http://jingumae-clinic.jp/

872 106-6004 東京都 港区 六本木1-6-1 泉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ4F 丸茂レディースクリニック 産科、婦人科 03-5575-5778 http://www.marumo-ladies.jp/

875 157-0065 東京都 世田谷区 上祖師谷1-35-15 恵泉クリニック 内科、訪問在宅診療、総合診療、整形外科 03-3326-5408 http://www.keisen.or.jp/

876 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-2-2 ﾏﾙﾋﾛ日本橋2F 東京デイサージェリークリニック 外科 03-5204-1970 http://tokyo-dsc.jp/

877 175-0094 東京都 板橋区 成増1-28-15 林屋ﾋﾞﾙ2階 亀井消化器内科クリニック 内科、消化器内科 03-3976-4180 http://www.kamei-clinic.com/

878 140-0011 東京都 品川区 東大井5-14-11 孝仁クリニック 内科、外科、在宅訪問診療 03-3474-5566 http://koujin.or.jp/

879 140-0014 東京都 品川区 大井1-35-11 山内ﾋﾞﾙ1F 平田内科泌尿器科クリニック 内科、泌尿器科、アレルギー科、皮膚科 03-5718-0120 http://www.hirata-clinic.info/

882 104-0061 東京都 中央区 銀座1-8-14 銀座大新ﾋﾞﾙ3F､4F 銀座ファインケアクリニック 形成外科、美容皮膚科、美容外科 03-5159-2325 http://www.ginzafine.com/index.html

884 104-0061 東京都 中央区 銀座3-12-7 原町ﾋﾞﾙ2階 東銀座　小川診療所 泌尿器科、皮膚科、外科 03-4455-7422 http://ogawa-med.jp/index.html

885 108-0074 東京都 港区 高輪4-10-8 京急第７ビル２階
ライフ・プランニング・センター　日野原記念クリニッ
ク

内科、循環器科 03-6277-2970 http://www.lpc-clinic.com/
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886 104-0031 東京都 中央区 京橋1-1-6 越前屋ビル3階 福和クリニック 内科 03-6262-3751 http://toc-fukuwa.jp/

889 180-0003 東京都 武蔵野市 吉祥寺南町1-5-12 松井ﾋﾞﾙ2F むらくにクリニック 外科、内科、消化器科、肛門科 0422-76-8036 http://www.murakuni-cl.com/index.html

890 104-0061 東京都 中央区 銀座6-2-3 Daiwa銀座ｱﾈｯｸｽ4F 泰明小前クリニック 内科、消化器内科、心療内科、外科 03-5537-3525 https://m-a-m.jp/clinic/taimei/

891 105-7103 東京都 港区 東新橋1-5-2 汐留ｼﾃｨｾﾝﾀｰ3F 汐留整形外科 整形外科、リハビリテーション科 03-5537-5868 http://www.shiodome-seikei.com/

892 300-2436 茨城県
つくばみら
い市

絹の台2-10-1 ふなやま内科クリニック 内科、消化器科 0297-25-3111

893 157-0062 東京都 世田谷区 南烏山5-18-13 ﾓﾘｯﾁﾋﾞﾙ2F 世田谷おがたブレストクリニック 乳腺外科、外科、内科、整形外科、皮膚科 03-5384-5885 http://www.ogata-clinic.or.jp/

895 123-0851 東京都 足立区 梅田7-18-11 福岡クリニック　在宅部 内科、整形外科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、在宅診療科 03-3852-8377
http://www.fukujukaigr.or.jp/shisetsu/i_f
ukuokacl_gairai.htm

899 279-0023 千葉県 浦安市 高洲1-2-1 舞浜倶楽部新浦安ﾌｫｰﾗﾑ内 ひまわりクリニック 内科、老年内科、皮膚科 047-380-6660 http://himawari-cl.net/

900 104-0032 東京都 中央区 八丁堀2-13-2 ﾌﾘｯｼｭ八重洲101 金子歯科クリニック 一般歯科、小児歯科、口腔外科 03-3552-7859 http://www.kaneko-dental-clinic.com/

901 112-0002 東京都 文京区 小石川2-24-14 小石川循環器内科クリニック 内科、循環器内科 03-6801-8450 http://koishikawa-clinic.com/

902 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-2-3 ｱﾗｲヴ人形町3F ひふのクリニック人形町 皮膚科、アレルギー科、形成外科 03-6661-1276 http://atopy.com/

903 134-0083 東京都 江戸川区 中葛西5-36-12 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵ葛西203 あさくら皮膚科 皮膚科、産婦人科 03-3689-5188 http://www.asakura-fujinka.com/

905 141-0022 東京都 品川区 東五反田2-17-1 ｵｰﾊﾞﾙｺｰﾄ大崎ﾏｰｸｳｴｽﾄ14F オーバルコート健診クリニック 健診（人間ドック）、放射線科 03-5447-7711 http://www.shinkokai.jp/oval2/

906 103-0027 東京都 中央区 日本橋1-3-8 ﾃﾞｨｱﾏﾝﾄﾋﾞﾙ2F 日本橋あみ歯科 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3275-8211 http://www.amyshika.jp/

907 343-0041 埼玉県 越谷市 千間台西2-12-1 ふじおかクリニック 泌尿器科、内科 048-971-6273 http://fujioka-clinic.jp/

908 105-0013 東京都 港区 浜松町2-1-16 SVAX浜松町Ⅱﾋﾞﾙ5F 大門メディカルクリニック 皮膚科、内科、美容皮膚科 03-6435-6056 http://www.daimonclinic.jp

909 104-0054 東京都 中央区 勝どき2-9-14 勝どき2丁目富永ﾋﾞﾙ2F ハロー・デンタル・クリニック 一般歯科、矯正歯科、小児歯科、口腔外科 03-3533-6450 http://www.itakunaisikaiinn.com/

910 101-0044 東京都 千代田区 鍛冶町1-8-3 神田91ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F 東京ビジネスパーソンズクリニック 内科、皮膚科、渡航外来 03-6206-4484 http://www.tokyo-bp-clinic.com/

911 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町3-7-10 日本橋DOLL-33F 人形町乳腺クリニック 乳腺外科、外科 03-3664-3220 http://ningyocho-bc.jp/

912 861-4126 熊本県 熊本市 南区銭塘町2144-3 銭塘町ノーベルファミリー歯科 口腔外科、歯科、小児歯科、矯正歯科 096-223-2133 http://www.nobel-family.com/

913 152-0004 東京都 目黒区 鷹番2-20-10 学大80ﾋﾞﾙ3F 学芸大駅前クリニック 内科、消化器内科、循環器内科 03-3793-8170
http://www.gakugeidai-e-
c.net/index.html

914 160-0022 東京都 新宿区 新宿1-3-4 GyoenR4F 初雁歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科 03-5361-8008
http://www.hatsukarishika.com/index.ht
ml

915 100-0011 東京都 千代田区 内幸町2-2-3 日比谷国際ﾋﾞﾙ地下1F 日比谷国際クリニック 内科 03-3503-3430 http://www.hibiyakokusai.or.jp/

917 135-0016 東京都 江東区 東陽3-27-32 玉河ﾋﾞﾙ4F 東陽パークサイドクリニック 消化器内科 03-6666-1660 http://tpclinic.jp/index.html

918 104-0061 東京都 中央区 銀座4-12-19 日章興産ﾋﾞﾙ4F 冨田実アイクリニック銀座 眼科 03-6228-4200 http://www.tomita-ginza.com/

919 158-0094 東京都 世田谷区 玉川3-15-1 曽根ﾋﾞﾙ6F 二子玉川ブレストクリニック 乳腺外科、外科 03-3709-7717 http://www.futakotamagawa-bc.jp/

920 103-0011 東京都 中央区 日本橋大伝馬町4-5 凰ﾋﾞﾙ3F 東京シティメディカルクリニック
内科、消化器内科、漢方内科、内分泌内科、糖尿病内科、皮膚科、アレ
ルギー科

03-5623-2888 http://www.tokyocity-mc.com/

921 101-0054 東京都 千代田区 神田錦町3-17 北の丸ﾋﾞﾙ1F 竹橋クリニック 形成外科、内科、皮膚科 03-3295-5525 http://takebashiclinic.jimdo.com/

922 104-0032 東京都 中央区 八丁堀3-26-8 高橋ﾋﾞﾙ1F 高橋医院 内科、糖尿病・内分泌内科、肝臓・消化器内科 03-3551-5955 http://www.hatchobori.jp/

923 411-0831 静岡県 三島市 東本町1-2-17 皮フ科玉森クリニック 皮膚科 055-975-3345

926 340-0043 埼玉県 草加市 草加1-18-12 2階 まるクリニック 在宅療養支援診療所、内科、緩和ケア内科 048-951-1830
https://www.facebook.com/maruclinic09
29

927 169-0072 東京都 新宿区 大久保2-4-12 新宿ﾗﾑﾀﾞｯｸｽﾋﾞﾙ1F 新宿イーストデンタルオフィス 歯科 03-6457-3620 http://www.shinjukueast.com/
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930 164-0001 東京都 中野区 中野4-10-1 中野ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸｲｰｽﾄ1F 耳鼻咽喉科セントラルパーク中野 耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-5318-4187 http://centralparknakano-ent.com/

932 152-0032 東京都 目黒区 平町1-26-20 第1ﾍﾞﾙﾊｳｽ1F 平田産婦人科内科医院 産婦人科、内科 03-3717-7256 http://hi-gyn.jp/

933 135-0004 東京都 江東区 森下1-16-7 太田ﾋﾞﾙ1F 森下駅前クリニック 内科、呼吸器内科 03-6666-9335 http://morishitaekimae.com/

935 340-0034 埼玉県 草加市 氷川町2149-3 1F メディクス草加クリニック 内科、外科、消化器科、精神科、皮膚科 048-920-6161 http://www.wakei-kai.or.jp/souka/

937 150-0012 東京都 渋谷区 広尾5-19-7 協和ビル３階 広尾まきレディスクリニック 産婦人科、乳腺外科、肛門外科、内科 03-6447-7265 http://www.makiladiesclinic.com/

938 104-0044 東京都 中央区 明石町8-1 聖路加ﾀﾜｰ2F 中央みなとクリニック
内科、循環器内科、消化器内科、皮膚科、心療内科、乳腺内科、泌尿器
科、整形外科、婦人科、外科

03-5565-9955 http://www.minatokai.jp/chuo_minato/

940 105-0004 東京都 港区 新橋2-12-16 明和ﾋﾞﾙ3F 新橋日比谷通りクリニック 内科、泌尿器科 03-3595-4976 http://shinbashi-hibiya-dori.com/

941 174-0071 東京都 板橋区 常磐台1-11-10 風見医院 内科、小児科、胃腸科 03-3960-0096

942 125-0062 東京都 葛飾区 青戸5-30-4 いずみホームケアクリニック
内科、循環器内科、消化器内科、外科、皮膚科、整形外科、泌尿器科、
精神科、リハビリテーション科、腎臓内科

03-3603-1717 http://www.sosenkai.or.jp/info/izumi/

943 273-0031 千葉県 船橋市 西船2-21-1 西船医院 整形外科、内科、リハビリテーション科 047-495-3633 http://nishifuna-iin.com/

944 144-0031 東京都 品川区 西五反田7-22-17 TOCﾋﾞﾙ2F テーオーシービル診療所
内科、呼吸器科、循環器科、消化器内科、リハビリテーション科、アレル
ギー科

03-3494-2255 http://www.kmo.or.jp/

945 136-0071 東京都 江東区 亀戸5-20-23 亀戸中央通りクリニック 内科、胃腸科、皮膚科、整形外科、在宅医療 03-5628-6531 http://kameidochuuoudooriclinic.com/

946 105-7290 東京都 港区 東新橋1-7-1 汐留ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰB2F 伊原医院 内科、循環器内科 03-3573-1800 http://ihara-cl.jp/

947 100-6209 東京都 千代田区 丸の内1-11-1
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾚｲｽ丸の内
9F

東京国際クリニック
内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、婦人科、乳腺外科、脳神
経外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、神経内科、外科

03-5220-3377 http://www.tic.or.jp/

949 103-0004 東京都 中央区 東日本橋2-4-1 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾋﾞﾙ1F 東日本橋みゆき通り歯科 一般歯科、矯正歯科、口腔外科、小児歯科 03-5687-1182 http://www.miyukidori-dental.com/

950 277-0082 千葉県 柏市 緑ヶ丘7-5 須田医院 内科、小児科、漢方内科 04-7157-3939 http://www.suda-medical-clinic.com/

951 136-0073 東京都 江東区 北砂5-20 北砂五丁目8号棟1F たち内科小児科クリニック 内科、消化器内科、肝臓内科、小児科 03-6666-5133
http://www.tachi-
naikashounika.com/pc/

952 167-0051 東京都 杉並区 荻窪5-27-5 荻窪ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ7F かおるクリニック 形成外科、美容皮膚科、皮膚科 03-3392-7017 http://www.kaoruclinic.com/

954 104-0051 東京都 中央区 佃1-11-8 ﾋﾟｱｳｴｽﾄｽｸｴｱ2F リバーシティすずき整形外科 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 03-3534-5678 http://suzuki-seikei.tokyo/

955 125-0041 東京都 葛飾区 東金町2-24-3 金町整形外科 整形外科、内科 03-3600-8097

957 185-0012 東京都 国分寺市 本町4-13-12-310 国分寺在宅ケアクリニック 内科、精神科、整形外科、皮膚科、緩和ケア科 080-9617-9292

958 111-0033 東京都 台東区 花川戸1-13-15 1F 浅草ハートクリニック 内科、循環器内科 03-6231-7581 http://asakusa-heart.com/

959 115-0045 東京都 北区 赤羽2-13-3 3F おりはた乳腺胃腸パラスクリニック 乳腺外科、胃腸内科 03-3902-3123 https://paras.jp/

960 143-0023 東京都 大田区 山王1-4-6 ﾊﾟｰｸ山王201 せき山王クリニック 内科、外科、脳神経外科、漢方内科 03-6303-8161 http://seki-cl.com/

961 206-0011 東京都 多摩市 関戸1-10-1
京王聖蹟桜ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
B館8F

聖蹟こころ眼科 眼科 042-400-6540 http://www.kokoroganka.com/

962 105-7090 東京都 港区 東新橋1-8-2 ｶﾚｯﾀ汐留B1F 汐留ガーデンクリニック 内科、婦人科、皮膚科 03-5537-8080 http://www.shiodomegc.com/

963 105-0023 東京都 港区 芝浦1-3-10 チサンホテル浜松町1階 芝浦スリーワンクリニック 内科、外科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科 03-6779-8181 http://www.emilio-moriguchi.or.jp/

965 104-0045 東京都 中央区 築地3-4-7 銀鱗ﾋﾞﾙ5F いしいクリニック築地 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、糖尿病内科 03-3541-2141 http://ishii-skin.jp/index.html

966 142-0062 東京都 品川区 小山6-3-9 ｳｴｽﾄヴｨﾚｯｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F かきのき眼科 眼科 03-6426-4639 http://www.kakinokiganka.jp/

967 131-0041 東京都 墨田区 八広4-3-2 小田医院 内科、呼吸器科、アレルギー科、消化器科、小児科 03-3618-1864 http://www.odaiin.com/

968 106-0045 東京都 港区 麻布十番1-7-1 MGB麻布十番5F なかむらそうクリニック 泌尿器科、内科 03-6434-7828 http://nakamura-so.com/

970 104-0054 東京都 中央区 勝どき3-3-6 勝どき田窪ﾋﾞﾙ2F こやまレディースクリニック 産婦人科 03-5859-5975 http://koyama-lc.com/
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971 106-6106 東京都 港区 六本木6-10-1 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ6F 六本木ヒルズクリニック
内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、心療内科、皮
膚科、放射線科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、泌尿器科、精
神科 乳腺外科 糖尿病内科

03-3796-0066 http://www.66clinic.com/

973 104-0054 東京都 中央区 勝どき2-10-4 宮野海運ﾋﾞﾙ4F 勝どきウィメンズクリニック 産婦人科 03-3536-7723 http://www.kachidoki-women.com/

974 153-0052 東京都 目黒区 祐天寺2-15-6 祐天寺たけまさクリニック 内科、消化器科、外科、肛門科 03-5768-1336 http://www.takemasa-clinic.com/

975 273-0031 千葉県 船橋市 西船4-22-1 2F 西船橋泌尿器科クリニック 泌尿器科、腎臓内科 047-433-1124 http://www.nishifunabashi-uro.com/

976 103-0005 東京都 中央区 日本橋久松町5-3 ホリイビル2階 田中まき整形外科 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 03-5643-1231 http://www.mtoc.jp/

978 186-0003 東京都 国立市 富士見台1-24-1 ｶｰｻﾊﾟｲﾝ1F 富士見台ひまわり診療所 内科（在宅訪問診療） 042-505-8632 http://www7b.biglobe.ne.jp/~fujimidai/

980 112-0012 東京都 文京区 大塚1-4-15 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ茗荷谷202 みらいメディカルクリニック茗荷谷 内科、循環器内科、アレルギー内科、腎臓内科、消化器内科 03-3943-0123 http://mmc.matrix.jp/index.html

981 112-0012 東京都 文京区 大塚1-4-15 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ茗荷谷202 みらいメディカルクリニック茗荷谷
内科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー内科、腎臓内科、消化器内
科

03-3943-0123 http://mmc.matrix.jp/index.html

982 272-0021 千葉県 市川市 八幡2-5-8 ｶﾞﾚﾘｱｻｰﾗ3F 東葛クリニック市川 内科、外科、呼吸器科、循環器科、泌尿器科、血液透析科 047-318-0707 http://www.tokatsu-ichi.com/

983 123-0863 東京都 足立区 谷在家1-18-1 1F うらべ整形外科・内科 内科、整形外科 03-3853-8258

985 104-0061 東京都 中央区 銀座5-9-1 5F 銀座コクリコ美容外科 形成外科、美容外科、皮膚科 03-3572-5965 http://www.coquelicot.co.jp/

987 279-0013 千葉県 浦安市 日の出1-1-25 メディカルガーデン新浦安 内科、外科
047-709-3801
047-709-3803

https://www.chikumakai.or.jp/

988 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-9-1 ｱﾎﾟﾃｯｸﾋﾞﾙ1階 人形町こどもクリニック 小児科、思春期内科、アレルギー科、小児皮膚科 03-3669-2828 http://tsubasa-cello-trimboli.com/

989 192-0904 東京都 八王子市 子安町3-5-9 大島医院 内科、小児科、循環器内科、（泌尿器科・第一土曜午前のみ） 042-642-1932

990 104-0032 東京都 中央区 八丁堀2-3-2 小林歯科診療所 歯科 03-3552-5885 http://kobayashi-dc.net/

991 104-0041 東京都 中央区 新富2-14-5 不二窯業株式会社2F・3F 新富げんかクリニック 内科、胃腸科、循環器科、外科、皮膚科、アレルギー科 03-3551-4346
http://shintomi-genka-
cl.jp/greeting/index.html

992 104-0061 東京都 中央区 銀座6-12-10 龍岡ﾋﾞﾙ2階 銀座内科・神経内科クリニック 内科、神経内科 03-6253-8786 http://www.ginzanaika.com/

993 104-0061 東京都 中央区 銀座4-12-15 歌舞伎座ﾀﾜｰ16階 銀座医院 内科、皮膚科 03-3541-1151 http://www.ginzahospital.com/

994 104-0054 東京都 中央区 勝どき1-3-1 3階 ミモデンタルクリニック 歯科、小児歯科 03-3536-8264 http://www.mimo-dental.jp/

995 136-0073 東京都 江東区 北砂5-20-8 号棟E区画 五味皮フ科 皮膚科、アレルギー科 03-5690-5533 http://www.53-hifuka.com/pc/

996 330-0835 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町2-389-1 新都心むさしのクリニック 乳腺外科、婦人科、脳神経外科 048-783-3183 http://www.s-m-clinic.jp/

997 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-2-3 ｱﾗｲｳﾞ人形町5階 シニアメンタルクリニック日本橋人形町 老年精神科、神経内科、心療内科、老年内科 03-5614-0278 http://senior-mental.com/

998 105-0001 東京都 港区 虎の門5-1-9 東都ﾋﾞﾙ203 デンタルケア神谷町 一般歯科、小児歯科、矯正科、口腔外科 03-6809-1080 http://www.dentalcare-kamiya.jp/

999 171-0033 東京都 豊島区 高田3-14-29 KDX高田馬場ﾋﾞﾙ1階 ゆみのハートクリニック 内科、循環器科、呼吸器科 03-5956-8010 http://www.yumino-clinic.com/

1000 355-0221 埼玉県 比企郡 嵐山町大字菅谷249-98 渡辺産婦人科 産婦人科、漢方内科、内科、小児科、皮膚科 0493-62-5885
http://nttbj.itp.ne.jp/0493625885/index.h
tml

1001 104-0051 東京都 中央区 佃2-1-6 ﾘﾊﾞｰｼﾃｨMｽｸｴｱ1階 リバーシティこどもクリニック 小児科 03-5548-2323 http://rc-kodomo.jp/

1002 106-0046 東京都 港区 元麻布3-2-19 MOMONﾋﾞﾙ5階 欅坂上医科歯科クリニック 循環器内科、歯科、心療内科 03-6804-2211

1003 108-0014 東京都 港区 芝4-5-8 池藤ﾋﾞﾙ2階 東京シティクリニック三田 小児科、アレルギー科、内科 03-5439-5566 http://www.tokyocityclinic-mita.com/

1005 104-0031 東京都 中央区 京橋2-5-22 ｷﾑﾗﾔﾋﾞﾙ2F 京橋クリニック 内科、呼吸器内科、循環器科、アレルギー科、外科 03-3563-5011 https://kyobashi-clinic.com/

1006 103-0004 東京都 中央区 日本橋浜町2-43-4 日本橋浜町2丁目ビル2F 田嶋歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3663-9439 http://tajimadc.com/

1007 136-0076 東京都 江東区 南砂6-3-12 ﾁｬﾘｵｯﾄ南砂102 てるい歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 03-6666-0648 http://www.terui-dental.jp/

1008 227-0062 神奈川県 横浜市 青葉区青葉台2-30-2 クリニック医庵青葉台 内科、精神科、老年精神科、外科 045-982-2150 http://www.c-ian.jp/original.html
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1009 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西5-1-2 ｸﾞﾗﾝﾋﾙｻｲﾄﾞ2F 西葛西消化器内科クリニック 消化器内科、内視鏡内科、内科 03-5679-6330 http://nishikasai-gc.com/index.html

1010 157-0071 東京都 世田谷区 千歳台2-26-20 吉澤内科ハートクリニック 循環器内科、内科（呼吸器・アレルギー） 03-3789-5502 http://yoshizawa-naika.com/

1011 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町1-8-3 郵船茅場町ﾋﾞﾙ3F 福岡歯科 歯科 03-3664-3690 http://www.418.co.jp/fukuoka/

1014 104-0041 東京都 中央区 新富2-5-6 榎本歯科医院 歯科、矯正歯科 03-3551-2327 http://www.tokyo-microscope.com/

1015 141-0031 東京都 品川区 西五反田2-19-2 荒久ﾋﾞﾙ1階 五反田内科糖尿病クリニック 内科、糖尿病内科 03-6420-0440 http://gotandanaikadm.wix.com/clinic

1016 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-7-16 ｱﾝｼﾞｪｰ自由が丘2F 自由が丘みきブレストクリニック 乳腺外科 03-3724-8800 http://miki-breast.com/

1018 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-1-10 柳屋ﾋﾞﾙB2F 柳屋ビル歯科クリニック 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 03-5205-0327 http://www.yanagiya-dental.com/

1019 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町3-10-2 フローラビル1F 横山デンタルクリニック 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3664-8400 http://www.sankikai-dental.com/

1020 103-0023 東京都 中央区 日本橋3-1-4 センターヒルズ大島4F 日本橋三宮デンタルケアクリニック99 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 03-6262-1240 http://www.sangu.jp/

1021 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町8-14 二宮歯科医院 歯科 03-3661-4705 http://ninomiya-dc.com/

1022 103-0027 東京都 中央区 日本橋1-2-8 ﾆﾎﾝﾊﾞｼﾋﾞﾙ2F とまる歯科クリニック 一般歯科、小児歯科 03-3276-8211

1023 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-15-3 和孝江戸橋ﾋﾞﾙ3F 佐藤歯科医院 歯科、歯科口腔外科 03-3271-5657

1024 105-0022 東京都 港区 海岸1-16-1 ﾆｭｰﾋﾟｱ竹芝ｻｳｽﾀﾜｰ4F 竹芝ｻｳｽﾀﾜｰ歯科 歯科、口腔外科 03-6402-1180 http://www.takesiba-sika.com/

1025 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町2-14-5 KDX浜町中ﾉ橋ﾋﾞﾙ3階 水天宮前歯科医院 歯科一般、インプラント矯正審美歯科、予防歯科、歯周病治療 03-3666-1818 http://www.1818.gr.jp/

1026 103-0001 東京都 中央区 日本橋小伝馬町15-17 ASK日本橋ﾋﾞﾙ3階 ナオ歯科クリニック 歯科 03-3663-0649 http://www.naoshika.jp/

1028 136-0072 東京都 江東区 大島1-33-15 足川耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-5626-0137

1029 221-0063 神奈川県 横浜市 神奈川区立町6-1 ANNI横浜EAST601 はまかぜ診療所 内科 045-716-6600 http://hamakaze.org/

1030 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢7-19-9 上田クリニック 内科、皮膚科 03-6809-7031 http://www.uedacl.com/

1032 142-0062 東京都 品川区 小山4-14-23 豊田ﾋﾞﾙ102 ヒロ歯科 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科 03-5702-4180 http://www.nona.dti.ne.jp/~piropiro/

1033 270-0034 千葉県 松戸市 新松戸3-135 エム・フォレストビル1F 桐友ｸﾘﾆｯｸ新松戸 泌尿器科、内科、皮膚科、アレルギー科、麻酔科 047-703-7222 http://touyu-clinic.com/

1034 103-8465 東京都 中央区 東日本橋3-10-4 東京実業健康保険組合診療所 歯科 03-3669-3866

1035 186-0004 東京都 国立市 中1-17-58 国立ハートクリニック 心臓血管外科、循環器内科、内科 042-573-3321 http://www.k-heart-cl.jp/

1036 135-0016 東京都 江東区 東陽4-5-15 東陽町ｻﾝｷﾋﾞﾙ3F さくらハートクリニック 内科、循環器内科 03-5665-2556 http://sakura-heart.com/

1037 140-0061 東京都 中央区 銀座1-6-16 銀座1616ﾋﾞﾙ4F 銀座レンガ通りクリニック 内科、心療内科 03-3535-2280 http://ginza-rengadori.com/

1038 135-0011 東京都 江東区 扇橋3-5-7-101 城東クリニック 内科、循環器内科、消化器内科、小児科 03-3699-1137 http://keisho-kai.com/

1040 152-0031 東京都 目黒区 中根2-13-9 都立大レディースクリニック 婦人科、産科 03-3725-4132 http://www.tlc.jp/

1041 108-0023 東京都 品川区 西大井1-4-25 ｺｱｽﾀｰﾚ西大井第一ﾋﾞﾙ3階 しみず皮膚科 皮膚科、小児皮膚科 03-3775-1112 http://shimizu-hifuka.jp/

1042 157-0071 東京都 世田谷区 千歳台2-14-7 千歳クリニックモール2F つかもと整形外科醫院 整形外科、リハビリテーション科 03-5429-4970 http://tsukamoto-seikei.com/

1043 107-0062 東京都 港区 南青山7-14-7-2 F南青山NSﾋﾞﾙ ガーデンクリニック広尾 皮膚科、アレルギー科 03-6427-9198 http://www.gardenclinic-hiroo.com/

1044 150-0011 東京都 渋谷区 東2-2-8 渋谷第２TYﾋﾞﾙ２F むすび葉クリニック渋谷 内科、皮膚科 03-5778-9797 http://www.musubiha.com/index.html

1045 103-0006 東京都 中央区 日本橋富沢町10-18 1F こくば歯科 一般歯科 03-5649-1227 http://www.kokuba-d-c.com/

1046 123-0856 東京都 足立区 本木西町１８番１６号 足立本木腎クリニック 腎臓内科、内科 03-5809-4556 http://adachimotoki-jin.com
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1047 176-0012 東京都 練馬区 豊玉北５－７－１５ 内田内科・胃腸クリニック 内科、消化器内科、糖尿病内科、アレルギー科 03-5912-1241 http://uchida-cl.jp/

1048 150-0022 東京都 渋谷区
恵比寿南１-１-１ヒューマックス
ビル４階

恵比寿内科クリニック 内科、アレルギー科、皮膚科 03-3719-2266
http://www.ebisu-
hifuka.jp/medical/index5.html#sec2

1050 104-0054 東京都 中央区 勝どき1-8-1 勝どきビュータワー２F 勝どきビュータワークリニック 内科、循環器内科、消化器内科、（小児科） 03-5859-0781 http://kenkyoukai.or.jp/

1051 104-0051 東京都 中央区 佃2-22-1 プロデンタル 小児歯科 03-3520-8631 http://www.prodental.tokyo/

1053 107-0062 東京都 港区 南青山1-1-1 新青山ビル西館3F 山内ハートクリニック 外科、呼吸器内科、循環器内科、整形外科 03-3475-1880 https://www.hospita.jp/detail/11/

1054 343-0845 埼玉県 越谷市 南越谷1-19-2 アバンセ南越谷5階 乳腺レディースクリニック越谷 乳腺外科、腫瘍内科 048-988-5550 http://blc-k.com/

1055 272-0034 千葉県 市川市 市川2-1-1 パークノヴァ市川101 やすはら内科クリニック 内科、消化器科 047-325-8882 http://hw001.wh.qit.ne.jp/yasuharaf/

1056 104-0042 東京都 中央区 入船1-2-8-310 鈴木整形外科 整形外科 03-3557-5967
http://suzuki-
seke.byoinnavi.jp/pc/index.html

1058 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-29-6 水天宮前東急ﾋﾞﾙ2F 水天宮前いきいきクリニック　内科・呼吸器内科 内科、呼吸器内科、アレルギー科 03-3665-1159 http://iki-iki.jp/

1060 350-1211 埼玉県 日高市 森戸新田88-5 あさひ歯科クリニック 歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 042-984-4182 http://www.asahi-dc.jp/

1062 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目1-33-7 さとう埼玉リウマチクリニック リウマチ科 048-421-0310 http://sato-naika.org/

1063 104-0041 東京都 中央区 入船1-5-4 鉄砲洲診療所 内科、漢方、消化器科、循環器科 03-3551-1616 http://www.teppouzu-cl.com/

1064 136-0072 東京都 江東区 大島6-1-4-102 こどもみらい大島クリニック 小児科、アレルギー科 03-5627-7676 http://www.kodomo-mirai.net/

1065 104-0061 東京都 中央区 銀座8-4-26 イワキビル４階 銀座しまだ内科クリニック 一般内科、消化器内科、胃腸内科、肝臓内科、糖尿病内科、循環器内科 03-3574-9103 w.naika.clinic@gmail.com

1066 106-0032 東京都 港区 六本木4-12-11 竹岡ﾋﾞﾙ6階 タケルデンタルクリニック 歯科口腔外科、歯科、矯正歯科、小児歯科 03-6804-6107 http://takeru-dc.jp/

1067 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前5-41-1 ＶＩＬＬＡＡＯＢＡ202 おいかわ内科在宅クリニック 内科 03-6452-6866 http://www.oikawa-nz.jp/

1068 106-0031 東京都 港区 西麻布3-17-20 LY西麻布２F 西麻布インターナショナルクリニック 内科、外科、小児科、泌尿器科 03-6447-5966 http://nic-med.com/

1069 141-0001 東京都 品川区 北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山110 松脇クリニック品川 耳鼻咽喉科、アレルギー科、呼吸器内科 03-6721-6870 http://matsuwaki.com/

1070 101-0051 東京都 千代田区 神田神保町1-29 山村ビル3階 神保町整形外科 整形外科、リハビリテーション科 03-5577-7997 http://jimbocho-seikei.com/

1071 136-0072 東京都 江東区 大島3-4-3 タワーレジデンス西大島2Ｆ
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

泌尿器科、女性泌尿器科、小児泌尿器科、内科 03-3683-3138 http://iwabuchi-clinic.jp/

1072 124-0025 東京都 葛飾区 西新小岩1-3-11 フォーラム新小岩3階 葛西南クリニック 内科、在宅訪問診療 03-5654-2321
http://houmonshinryou.com/clinic/reime
i-08/

1073 112-0004 東京都 文京区 後楽1-1-1 ＴＫセントラルビル2階 東京血管外科クリニック 心臓血管外科、皮膚科、形成外科、内科、外科 03-3556-4103 http://www.tokyokekkan.com/

1074 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-8-4 日本橋さくら通りビル1階 日本橋デンタルクリニック 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3281-8049
http://www.sinkoukai.com/nihonbashi/in
dex.html

1075 107-0052 東京都 港区 赤坂2-11-15 第二堀内ビル2階 赤坂三浦クリニック 乳腺外科、乳腺内科、内分泌外科、内分泌内科、外科 03-3560-6008
http://akasakamiura-
clinic.com/index.html

1077 135-0016 東京都 江東区 東陽4-5-18-103 東陽町歯科医院 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 03-5634-6400 http://www.toyocho-shika.jp/

1078 108-0075 東京都 港区 港南1-2-70 品川シーズンテラス5階 品川シーズンテラス健診クリニック 内科、婦人科 03-6712-1445 http://www.sempos.or.jp/kk/shinagawa/

1079 103-0011 東京都 中央区 日本橋大伝馬町3-11 鈴木医院 内科、外科、小児科、皮膚科 03-3661-5281 http://internist-151.business.site/

1080 104-0054 東京都 中央区 勝どき4-8-5 アクティ東仲通り1F 勝どきみなみクリニック 耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-3533-0715 http://kachidoki-clinic.jp/

1081 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町1-9-2 稲村ﾋﾞﾙ5階 日本橋さくらクリニック 内科、糖尿病内科、皮膚科 03-6661-9061 http://ouryokukai.jp/

1082 110-0005 東京都 台東区 上野2-12-20 NDKﾛｰﾀｽﾋﾞﾙ3F 上野透析クリニック 人工透析内科 03-5817-8770 http://www.uenotouseki-c.jp/

1083 110-0011 東京都 台東区 三ノ輪2-12-12 同善会クリニック
総合診療、内科、リハビリテーション科、整形外科、リウマチ科、循環器内
科、消化器内科、血液内科、漢方内科、アレルギー科

03-3801-6180 https://www.dozen-hp.com/

1084 135-0061 東京都 江東区 豊洲1-2-8-14F キノメディッククリニック豊洲 内科、外科 03-3534-2715
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1085 104-0061 東京都 中央区 銀座1-2-4 ｻｸｾｽ銀座ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ２F メディカルチェックスタジオ　東京銀座クリニック 心臓血管内科 03-6263-2570 http://medicalcheckstudio.jp

1086 115-0045 東京都 北区 赤羽2-69-6 ベディ・ロロマ１F101号 赤羽在宅クリニック 内科、小児科、緩和ケア内科、血液内科 050-3823-2316 http://tokiwagroup.jp

1087 336-0918 埼玉県 さいたま市 緑区松木3-16-6 ハーモニークリニック
内科・神経内科・小児科・リナビリテーション科・整形外科・消化器内科・呼
吸器内科

048-875-7888 http://meiiken.or.jp

1088 336-0021 埼玉県 さいたま市 南区別所6-18-8 デュエット内科クリニック 内科・消化器内科 048-866-7350 http://meiiken.or.jp/duet

1090 112-0012 東京都 文京区 大塚3-1-6 ラトゥール小石川B1F 茗荷谷キッズクリニック 小児科、アレルギー科、小児循環器科 03-5976-3077 http://myogadani-kids.com/

1091 104-0028 東京都 中央区 八重洲2-4-11 八重洲ｈ+ビル2階 八重洲さくら眼科 眼科 03-6262-6380
http://www.yaesu-sakura-eye-
clinic.com/

1092 112-0003 東京都 文京区 春日2-11-8-304 ようようインターナショナルクリニック 病理、内科 03-3946-5886

1093 135-0012 東京都 江東区 海辺12-11 正井診療所 内科 03-3644-0943 http://www.masai-s.com/

1094 104-0053 東京都 中央区 晴海3-10-1 グラスシティ晴海1F　A-3 晴海３丁目クリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科、胃腸内科 03-3536-8633 http://harumi3-cl.jp/

1095 162-0825 東京都 新宿区 神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル１階 神楽坂内科・脳神経内科クリニック 内科、神経内科、脳神経内科 03-6280-7582
https://kagurazakanaika.wixsite.com/kag
urazakaclinic/doctors

1096 335-0035 埼玉県 戸田市 笹目南町20-16 公平病院
内科、外科、消化器内科、消化器外科、整形外科、循環器内科、糖尿病
内科、腫瘍内科、緩和ｹｱ内科、神経内科、乳腺外科

048-421-3030 https://kodaira.life/outpatient/

1097 202-0012 東京都 西東京市 東町4-14-18 かえでビル２階Ｂ まつばらホームクリニック 在宅診療、内科、循環器内科、緩和医療 042-439-1250 http://m-hc.jp/

1098 145-0071 東京都 大田区 田園調布1-33-3 田園ホームズ１階 せせらぎクリニック多摩川 内科、小児科、皮膚科 03-5755-5207 https://familymed.seseragic.com/

1099 104-0054 東京都 中央区 勝どき3-5-5 AIP勝どき駅前ビル3F 勝どき脳神経外科 脳神経外科 03-6204-9911 http://www.kachidokineurosurgery.jp/

1100 135-0048 東京都 江東区 門前仲町1-6-11 トレディパーチェ門前仲町3階 門前仲町内科クリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科 03-5875-8884 https://www.monnaka-naika.com

1101 105-0003 東京都 港区 西新橋1-3-1 西新橋スクエア３階 清野・川畑診療室 内科 03-352-5711 http://r-seino.com/

1102 151-1164 東京都 渋谷区 上原1-33-11 2階 矢澤クリニック渋谷 在宅療養支援診療所、内科、泌尿器科、神経内科、循環器内科、小児科
外来：03-5738-7282
在宅：03-3469-5582

http://www.yazawaclinic.jp

1103 104-0044 東京都 中央区 明石町8-1 聖路加ガーデン内 馬見塚デンタルクリニック 一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 03-3541-8110 http://www.118.md/

1104 104-0054 東京都 中央区 勝どき2-9-14 富永ビル4F 勝どき二丁目クリニック 脳神経内科、心療内科、内科、精神科 03-5560-0073 http://www.kachidoki2clinic.com/

1105 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場1-1-1 3F 東京早稲田クリニック 内科、腫瘍内科 03-6380-3608 http://tokyowaseda-clinic.com/

1106 136-0075 東京都 江東区 新砂3-1-9 1F 南砂町リウマチ科整形外科 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 03-3615-0101 http://minamisuna-seikei.com/

1107 104-0033 東京都 中央区 新川2-28-2 メディカルプライム3F 八丁堀かず内科外科クリニック 内科、消化器内科、外科 03-5542-0737 http://kazu-cl.com/

1108 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町2-2-3 アライヴ人形町6階 みんなの内科クリニック人形町・水天宮 内科、腎臓内科、循環器科 03-3668-2200 https://minnano-naika.com/

1109 154-0024 東京都 世田谷区 三軒茶屋1-36-2 ＳＡＮＪＡ108ビル２階 宮坂矯正歯科医院 矯正歯科 03-5430-4188 https://www.ortho-miya.com/

1110 104-0053 東京都 中央区 晴海1-8-16 晴海トリトンスクエア3F 晴海トリトン夢未来クリニック 小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-3536-1361 http://yumemirai-clinic.net/

1111 273-0113 千葉県 鎌ヶ谷市 道野辺中央2-5-18 かのう内科クリニック 内科、循環器内科 047-446-7122 http://kanou-clinic.com/

1112 167-0043 東京都 杉並区 上荻4-2-3 中里医院 内科、小児科 03-3390-5258 http://www.nakazatoiin.or.jp/index.html

1113 167-0043 東京都 杉並区
上荻4-2-3

中里医院 内科、小児科 03-3390-5258 http://www.nakazatoiin.or.jp/index.html

1114 167-0043 東京都 杉並区
上荻4-2-3

中里医院 内科、小児科 03-3390-5258 http://www.nakazatoiin.or.jp/index.html

1117 135-0022 東京都 江東区 三好4-7-10 サウスフラッツ102 扇橋診療所 内科、皮フ科、泌尿器科、循環器科、消化器科 03-3630-1631 http://oogibashi.nankatu.or.jp/

1118 100-0005 東京都 千代田区 丸の内1-7-12 サピアタワー７F アルツクリニック東京 代謝内分泌内科、心療内科、精神科 03-3212-0003 https://alz.tokyo/about/

1119 141-0031 東京都 品川区 西五反田2-19-2-6F むらさき乳腺クリニック五反田 乳腺外科 03-3495-0881 https://murasakibreastclinic.com/
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1120 103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町1-14-10 三原堂本店ビル4階 MAKI　DENTAL　OFFICE 一般歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 03-3666-6480

1121 104-0033 東京都 中央区 新川2-28-2 メディカルプライム新川4階 東京八丁堀皮膚科・形成外科 皮膚科、形成外科、美容皮膚科、美容外科、アレルギー科、小児皮膚科 03-5543-1112 https://tokyo-h-hihuka.com/

1122 121-0831 東京都 足立区 舎人1-11-10 とねり内科 内科、循環器科、糖尿病内科 03-6803-1168 https://toneri-naika.com/

1124 104-0061 東京都 中央区 銀座2-2-17 龍保険ビル４階 有楽橋クリニック 糖尿病内科、脂質代謝内科 03-3567-8788 https://yurakubashi.com/

1125 136-0072 東京都 江東区 大島6-9-11 宮方クリニック 内科、消化器内科、リウマチ膠原病科、小児科 03-3685-4100 http://miyakata-cl.com/

1127 105-0003 東京都 港区 西新橋1-22-5 モリヤビル２階 虎ノ門せりざわ内科 内科、消化器内科 03-6257-3919 https://www.toranomon-serizawa-cl.jp/

1128 104-0053 東京都 中央区 晴海1-6-5 晴海ビュープラザ203 晴海クリニック 内科（循環器）、糖尿病・代謝内科 03-3531-0937 http://harumiclinic.com/

1129 171-0031 東京都 豊島区 目白3-4-11 ヒューリック目白２階Ｂ めじろ安田眼科 眼科 03-3565-6536 https://yasuda-eye.com/

1130 160-0004 東京都 新宿区 四谷1-13 山水ビル1Ｆ 四谷・村川内科クリニック 内科、糖尿病内科、消化器内科、呼吸器内科 03-5366-1024 http://yotsuya-naika.com/

1131 103-0011 東京都 中央区 日本橋大伝馬町13-8
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｲﾑ日本橋小伝馬町3
階

さいとう内科・循環器クリニック 内科、循環器内科 03-3639-3110 https://saito-heart.com/

1132 103-0023 東京都 中央区 日本橋本町1-5-11
ユニゾ日本橋本町一丁目ビル
2F

五十嵐内分泌クリニック 内分泌外科、内科、外科 03-3270-8855 http://igarashi-cl.jp/index.html

1133 113-0034 東京都 文京区 湯島3-34-8 第一天神ビル201 アゴラ内科クリニック 内科、循環器内科 03-6803-0976 https://agora-medical.com/

1134 104-0031 東京都 中央区 京橋1-12-5 京橋YSビル1階 呼吸ケアクリニック東京 呼吸器科、内科、アレルギー科 03-6263-2143 https://agora-medical.com/

1136 130-0022 東京都 墨田区 江東橋4-27-14 錦糸町パルコ7F キャップスクリニック錦糸町 小児科 03-4579-2973 https://www.caps-clinic.jp/kinshicho

1139 103-0002 東京都 中央区 日本橋馬喰町1-6-1 JU　SKYTOWER　3F 日本橋馬喰町クリニック 内科、糖尿病内科 03-5843-6275 http://www.nb-clinic.jp/

1140 144-0052 東京都 大田区 蒲田5-28-18 京急醍醐共同開発ビル3F キネマアートクリニック 産婦人科 03-5480-1940 http://www.cinema-art.com/

1142 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町2-8-5 興洋ﾋﾞﾙ1F おおや歯科医院 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 03-3660-1400 https://www.oya-shika.com/

1143 162-0811 東京都 新宿区 水道町4-13 三晃ビル３F えどがわ橋内科・内視鏡クリニック 内科、内視鏡内科 03-5228-0750 https://edogawabashi-naishikyo.com/

1145 101-0044 東京都 千代田区 鍛冶町2-8-6 メディカルプライム神田6F 神田ウィメンズクリニック 婦人科、生殖医療 03-6206-0065 https://kandawomens.com/

1147 100-0005 東京都 千代田区 丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング地下１階 東京ビジネスクリニック　八重洲北口 総合内科、外科、皮膚科、小児科 03-6268-0079 https://www.businessclinic.tokyo/

1148 100-0005 東京都 千代田区 丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下１階 東京ビジネスクリニック　グランスタ丸の内 総合内科、外科、皮膚科、小児科 03-6259-1605 https://marunouchi.businessclinic.tokyo/

1149 108-0073 東京都 港区 三田1-4-28 三田国際ビル３階 三田国際ビルクリニック 健診（人間ドック）、内科、循環器科 03-3454-8614 www.mkb-clinic.jp

1150 113-0023 東京都 文京区 向丘1-2-5 東京セントラル本郷1・2階 いながき乳腺クリニック 乳腺外科 03-3830-0407 https://inagaki-breast.com/

1151 158-0094 東京都 世田谷区 玉川3-36-13 エクラセンビル１階 二子玉川OM歯科クリニック 一般歯科、歯科口腔外科、小児歯科 03-6411-7614 https://www.futako-om-dc.com/

1153 103-0015 東京都 中央区 日本橋箱崎町20-1 アンソレイエオオタ2F 箱崎デンタルクリニック 歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科 03-3665-1736 https://www.hakozaki-dental.or.jp/

1154 150-0012 東京都 渋谷区 広尾5-19-4 SR広尾ビル 加藤クリニック麻布ANNEX 形成外科、美容外科 0120-513-555
https://www.katoclinic.jp/about/annex_in
dex.html

1155 104-0033 東京都 中央区 新川2-28-2
メディカルプライム新川６階、７
階

八丁堀さとうクリニック 整形外科、女性診療科、産科 03-3297-0310 https://hatchobori-sato.clinic/

1156 104-0033 東京都 中央区 新川2-28-2
メディカルプライム新川６階、７
階

八丁堀さとうクリニック 整形外科、女性診療科、産科 03-3297-0310 https://hatchobori-sato.clinic/

1160 101-0041 東京都 千代田区 神田須田町1-30-1 神田すこやかクリニック 内科 03-6206-0153 https://www.kanda-sukoyaka.com/

1161 185-0012 東京都 国分寺市 本町2-2-1 ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ　ＥＡＳＴ2階 国分寺内科クリニック 内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科 042-322-1071 https://k-naika.jp/

1162 104-0061 東京都 中央区 銀座3-4-16 銀座サニービル4階 HMレディースクリニック銀座 産婦人科 03-6264-4105 https://hm-ladies.com/

1163 103-0011 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7F

日本橋神経クリニック 脳神経内科、神経小児科 03-3667-2484 https://nihonbashi-tenkan.jp/
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1164 157-0062 東京都 世田谷区 南烏山4-9-14 南烏山ビル1F ちとせクリニック 内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、精神科 03-5315-3363 https://chitoseclinic.jp/

1165 173-0023 東京都 板橋区 大山町9-6 大山EMPビル2F 東京シティクリニック大山 内科、糖尿病内科、小児科、アレルギー科 03-3955-2200 https://tokyocityclinic-ooyama.com/

1166 104-0044 東京都 中央区 明石町11-15 ミキジ明石町ビル2F 築地リウマチ膠原病クリニック リウマチ科、内科、アレルギー科 03-3541-2323 https://www.tsukiji-irc.jp/

1167 135-0061 東京都 江東区 豊洲2-5-3 パークシティ豊洲C棟1F けいこ豊洲こどもクリニック 小児科、アレルギー科、児童精神科、心療内科 03-5547-4192 https://keiko-kodomo.com/

1168 135-0063 東京都 江東区 有明2-1-8 有明ガーデン4階 ベビースマイルレディースクリニック有明 婦人科、産科 03-6372-6225 https://www.babysmile-clinic.com/

1169 135-0063 東京都 江東区 有明2-1-8 有明ガーデン4階 ベビースマイルレディースクリニック有明 産婦人科 03-6372-6225 https://www.babysmile-clinic.com/

1170 136-0073 東京都 江東区 北砂6-27-17 サワイメディカルクリニック 内科、外科、消化器内科、乳腺外科、循環器内科、内視鏡内科 03-3615-8986 info@sawaimedicalclinic.net

1171 136-0071 東京都 江東区 亀戸2-36-12 エスプリ亀戸4階 亀戸内視鏡・胃腸内科クリニック 内視鏡内科、胃腸内科、消化器内科、内科 03-6807-0237 https://kameido-naishikyo.jp/

1172 115-0045 東京都 北区 赤羽2-4-5 赤羽もり内科・腎臓内科 腎臓内科、糖尿病内科、内科 03-5249-3210 https://akabanejinzonaika.com/

1174 153-0051 東京都 目黒区 上目黒2-15-14 IRONSIDE NAKMEGURO　5F オーバル中目黒整形外科 整形外科、リハビリ科 03-3710-2777 https://www.oval-seikei.com/

1175 100-0004 東京都 千代田区 大手町1-2-1 Otemachi One B1F クリニックフォア大手町 内科、アレルギー科 03-6206-3324 https://www.clinicfor.life/otemachi/

1176 141-0022 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 心越クリニック 在宅医療、リハビリテーション科、内科、整形外科、神経内科 03-3447-1155 https://shinetsu-cl.com/

1177 111-0053 東京都 台東区 浅草橋1-2-10 浅草橋ハビテーション6階603 神田川訪問診療所 内科 070-8383-7178 https://kndgw-clinic.jp/

1178 151-0051 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷5-8-10 はらメディカルクリニック 婦人科（不妊治療） 03-5363-4815 https://www.haramedical.or.jp/

1179 135-0015 東京都 江東区 千石2-10-6 JU　TOWER　FRONT千石　1階 千石はやし内科クリニック 内科、消化器内科 03-6666-7884 https://sengoku-hayashi.com/

1180 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢5-25-11 小松内科クリニック 内科、消化器内科、小児科 03-3717-7772 https://www.komatsu-naika.com/

1181 136-0071 東京都 江東区 亀戸5-3-2 サンタモニカ亀戸２F 亀戸耳鼻咽喉科・アレルギー科 耳鼻咽喉科 03-3684-7787 https://kameido-ent.com/

1184 165-0031 東京都 中野区 上鷺宮2-4-1 やまぐち内科ハートクリニック 循環器内科、糖尿病内科、呼吸器内科、内科 03-3970-0770 http://yamaguchi-heart.jp/

1185 146-0085 東京都 大田区 久が原5-11-11 Adachi Clinic モール2F くがはらウィメンズクリニック 産婦人科、女性内科 03-3751-1111 http://kugaharacl.com/index.html

1187 104-0054 東京都 中央区 勝どき3-5-5 AIP勝どき駅前ビル3階 勝どき駅前耳鼻咽喉科頭頸部甲状腺クリニック 耳鼻咽喉科、気管食道科、頭頸部外科 03-5859-0563 https://kachidoki-clinic.tokyo/

1188 105-0001 東京都 港区 虎ノ門3-10-4 虎ノ門ガーデン103 一般社団法人　虎ノ門中村クリニック神谷町院 内科、消化器内科、皮膚科、耳鼻科 03-6823-1409 https://toranyc.com/

1190 135-0015 東京都 江東区 千石2-10-6 JU　TOWER　FRONT千石　1階 東陽町耳鼻咽喉科・アレルギー科 耳鼻咽喉科、アレルギー科 03-5634-1133 https://toyocho-ent.com/

1191 340-0822 埼玉県 八潮市 大瀬6-9-7 Ｉ・Ｋビル6Ｆ　602号室 八潮駅前在宅クリニック 内科、泌尿器科 048-954-5508

1192 104-0061 東京都 中央区 銀座4-14-19 6階 エフェメールホームクリニック 内科、精神科、リハビリテーション科 03-3543-2100 http://ephemereclinic.com/

1193 103-0028 東京都 中央区 八重洲1-1-3 寿ビル2F 日本橋えがわクリニック 内科、腎臓内科、消化器内科、整形外科 03-5204-0311 https://nihonbashi-egawacl.com/

1194 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西5-4-12 レジデンスⅢ１階 尾花循環器クリニック 循環器内科、血管外科、内科 03-5878-0878 https://www.obana-clinic.jp/

1195 101-0047 東京都 千代田区 内神田1-15-12 内神田サトウビル4F あさのクリニック 内科、血液内科、皮膚科、外科 03-6275-0987 https://asano-clinic.info/

1197 150-0021 東京都 渋谷区 恵比寿西1-24-11 コートドール代官山201 Green Forest代官山クリニック 在宅医療（内科、外科、アレルギー科、皮膚科、救急科、終末期医療） 03-5489-3899
https://www.greenforest-
daikanyama.com/

1198 272-0034 千葉県 市川市 市川1-12-7 金定ビル301 さくらライフ市川クリニック 訪問診療のみ（内科、精神科、心療内科、整形外科、皮膚科） 050-6861-2709 http://www.slclinic.com/

1199 272-0034 千葉県 市川市 市川1-12-7 金定ビル301 さくらライフ市川クリニック 訪問診療のみ（内科、精神科、心療内科、整形外科、皮膚科） 050-6861-2709 http://www.slclinic.com/

1200 135-0001 東京都 江東区 毛利1-19-10 江間忠錦糸町ビル５階 ウェルビーイング毛利 内科 03-3635-5711 https://www.jpm1960.org/hp/hp01.html

1201 104-0032 東京都 中央区 八丁堀3-26-8 高橋ビル2F 八丁堀眼科クリニック 眼科 03-5543-1146 https://www.hatchobori-ganka.com/
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1202 151-0053 東京都 渋谷区 代々木2-10-8 ケイアイ新宿ビル8F 新宿南リウマチ膠原病クリニック リウマチ内科、内科 03-3370-5100 https://shinjuku-ra.jp/

1203 104-0041 東京都 中央区 新富1-5-14 吉井医院 内科 03-3551-2032 https://www.yoshii-iin.or.jp/

1204 104-0054 東京都 中央区 勝どき6-3-2-102 ザ東京タワーズクリニック 内科、糖尿病内科、循環器内科、小児科 03-3534-9002 http://www.thetowers.jp/

1205 104-0054 東京都 中央区 勝どき6-3-2-102 ザ東京タワーズクリニック 内科、糖尿病内科、循環器内科、小児科 03-3534-9002 http://www.thetowers.jp/

1206 101-0026 東京都 千代田区 神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル７F お茶の水甲状腺クリニック 内科、外科、内分泌内科、内分泌外科 03-3295-3160 https://www.ocha-thyroid.com/

1207 104-0031 東京都 中央区 京橋2-8-21 昭和ビル別館3階 ウェルエイジング京橋　循環器クリニック 循環器内科、内科 03-3564-1511 http://www.well-aging.or.jp/

1208 104-0031 東京都 中央区
京橋2-8-21

昭和ビル別館3階 ウェルエイジング京橋　循環器クリニック 循環器内科、内科 03-3564-1511 http://www.well-aging.or.jp/

1209 160-0001 東京都 新宿区 片町2-3 菱和ビル3F 柳沢クリニック 内科 03-5368-1303 https://www.yanagisawa-clinic.org/

1210 150-0012 東京都 渋谷区 広尾5-8-12 3F 飯田歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 03-3473-0931
https://haisha-
yoyaku.jp/bun2sdental/detail/index/id/1
331346618/

1211 135-0016 東京都 江東区 東陽3-5-5 第二服部医院 内科、小児科、腎臓内科、糖尿病内科 03-6666-4756 https://daini-hattoriiin.jp/

1212 130-0012 東京都 墨田区 太平3-4-7 リヴェラ若草２F さくらライフ錦糸クリニック 内科、精神科、心療内科 03-5819-2258 http://www.slclinic.com

1214 152-0004 東京都 目黒区 鷹番3-18-20 塚原ビル2階 さかいメンタルクリニック 心療内科、精神科 03-6412-8861 https://sakai-mental-clinic.com/

1216 110-0005 東京都 台東区 上野7-7-7 早稲田ビルヂング４階 東京泌尿器科クリニック上野 泌尿器科 03-5830-6896 https://hinyouki.jp/

1217 330-0844 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-16-1 アクロス3階 大宮エヴァグリーンクリニック 内科、消化器内科、胃腸科、泌尿器科、肛門科、外科、人間ドック 048-647-3203 https://omiyaever.jp/

1218 103-0027 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地
下１階

サルスクリニック日本橋 内科、糖尿病内科、腎臓内科、循環器内科 050-3851-0269 https://salusclinic.jp/clinic/nihonbashi/

1219 108-0014 東京都 港区 芝5-1-13 三ツ輪三田ビル１階 三田整形外科 整形外科 03-6722-6077 https://mita-seikei.com/

1220 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-2-15 ザ・レジデンス東京駅前１階 日本橋れいわ内科 内科、糖尿病内科、神経内科 03-3241-2808 https://leiwa.clinic/

1221 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢2-14-3 パークガーデン１階 世田谷内科・糖尿病総合クリニック 内科、糖尿病内科、内分泌内科、婦人科 03-6421-1887 https://www.setagaya-dm.clinic/

1223 275-0011 千葉県 習志野市 大久保2-14-20 古川医院 内科、胃腸内科 047-475-2976 https://www.furukawaclinic.com/

1224 104-0032 東京都 中央区 八丁堀3-14-2 東八重洲ｼﾃｨｰﾋﾞﾙ 田中歯科医院 歯科 03-3553-8841

1225 206-0035 東京都 多摩市 唐木田1-1-7 プラザ唐木田104 からきだ駅前クリニック 消化器科、呼吸器科、内科、皮膚科、外科 042-376-3800 https://www.karakida-clinic.com/

1226 107-0062 東京都 港区 青山1-3-3
パークアクシス青山一丁目タ
ワーN棟５階

MEP南青山 内科、胃腸内科、婦人科 03-6384-5760 https://www.mep-minamiaoyama.com/

1228 124-0022 東京都 葛飾区 奥戸3-22-9 2階 奥戸つのだクリニック 内科、循環器内科 03-5672-0810 https://tsuno-cli.com/

1229 104-0045 東京都 中央区 築地4-7-5 築地KYビル３階 TFCメディカルクリニック 03-6281-5170 http://tfc-mc.com/

1230 168-0065 東京都 杉並区 浜田山4-1-8 浜田山病院 循環器内科、一般内科 03-3311-1195 http://hamadayama.or.jp/

1231 103-0023 東京都 中央区 日本橋本町2-4-12 イズミビルディング1階 千葉歯科クリニック 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 03-5200-0888 https://chiba-j-dental.com/

1232 153-0051 東京都 目黒区 上目黒3-11-6 中目黒診療所 内科、循環器内科 03-6303-3263

1233 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘1-7-16 アンジェー自由が丘3F 自由が丘内科循環器科クリニック 内科、循環器内科、糖尿病内科、呼吸器内科 03-3718-7788 https://jiyugaoka.clinic/

1234 135-0061 東京都 江東区 豊洲2-2-1
アーバンドックららぽーと豊洲
3．4階

タムスファミリークリニック豊洲 内科、整形外科、皮膚科、小児科 03-3520-8813 https://familyclinic-toyosu.tums.jp/

1236 135-0047 東京都 江東区 富岡2-2-6 プロスペアー門前仲町202号 M'ｓクリニックもんなか 内科、外科、泌尿器科 03-6240-3161
http://nest-
med.tokyo/msclinic/index.html

1237 103-0001 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６階

たかだウロクリニック 泌尿器科 03-3661-8888 https://takada-uro.com/

1238 103-0001 東京都 中央区 日本橋小伝馬町9-6 松村ビル3F みらいクリニック 内科 03-3663-3366



No 〒 都道府県 市区町村 番地 ビル名 医療機関名 標榜科目 電話 Ｗｅｂ

1239 103-0004 東京都 中央区 東日本橋3-11-8 MKT東日本橋ビル2F 東日本橋内科クリニック 一般内科、循環器内科、生活習慣病診療 03-3249-0873 https://hnn-clinic.com

1240 214-0014 神奈川県 川崎市 多摩区登戸2130-2 アトラスタワー向ヶ丘遊園201 あんどう眼科向ヶ丘遊園クリニック 眼科 044-931-0800 https://www.andouganka.com/

1241 157-0066 東京都 世田谷区 成城6-5-34 成城コルティ3階 あんどう眼科成城学園前クリニック 眼科 03-6411-5882 https://www.andouganka-seijo.com/

1243 101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-5 1、2階 神田痛みのクリニック 麻酔科、ペインクリニック内科、整形外科 03-6260-9710 https://kic-med.com/

1244 171-0022 東京都 豊島区 南池袋1-22-2 F・L・Cビル6階 池袋消化器内科・泌尿器科クリニック 泌尿器科・消化器内科・内科 03-5927-8280 https://hinyouki-shokaki.jp/

1246 234-0054 神奈川県 横浜市 港南区港南台4-3-4 よこはま港南台クリニック 内視鏡内科、消化器内科、内科、肝臓内科 045-350-9852 https://yokohama-k-clinic.com/

1247 103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町2-8-10 碧山ビル3階 日本橋茅場町耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 03-3669-2085
http://www.nihonbashi-
ent.com/index.html

1248 124-0024 東京都 葛飾区 新小岩1-49-10
第5デリカビル（メディカルタウン
新小岩）2階

ふたば在宅クリニック新小岩院
内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、精神科、外
科、整形外科、形成外科、泌尿器科、皮膚科、緩和ケア科、腫瘍内科

03-5879-3530 https://www.futabaclinic.jp/shinkoiwa/

1249 120-0034 東京都 足立区 千住2-4 
オカバツインタワービル イース
ト8階

ふたば在宅クリニック北千住院
内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、精神科、外
科、整形外科、形成外科、泌尿器科、皮膚科、緩和ケア科、腫瘍内科

03-6806-2590 https://www.futabaclinic.jp/kitasenju/

1250 170-0002 東京都 豊島区 巣鴨1-20-10 宝生第１ビル5階 巣鴨千石皮ふ科 皮膚科、小児皮膚科、アレルギー科、美容皮膚科 03-3941-1241 https://sugamo-sengoku-hifu.jp/

1251 190-0012 東京都 立川市 曙町2-8-30 三上ビル5F mammaria tachikawa 乳腺外科 042-528-1185 https://www.mammariatachikawa.jp/

1252 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-18-3 西葛西メディカルクリニック 内科、循環器内科 03-3686-3637 https://nishikasai-cl.com/

1253 104-0061 東京都 中央区 銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館10階 メディカルクリニック銀座 胃腸科、漢方内科、腫瘍外科、訪問診療 03-6260-6475 https://www.medical-clinic-ginza.com/

1254 203-0053 東京都
東久留米
市

本町1-3-6 グランツビル2階 東久留米駅前クリニック 内科、糖尿病内科、腎臓内科、血管外科 042-471-5051 https://higashikurume-ekimae-cl.com/

1255 135-0061 東京都 江東区 豊洲2-2-1
アーバンドックららぽーと豊洲
3．4階

タムスファミリークリニック豊洲 小児科、アレルギー科、整形外科、皮膚科 03-3520-8813 https://familyclinic-toyosu.tums.jp/

1256 103-0004 東京都 中央区 東日本橋 3-11-8 MKT 東日本橋ビル 3 階 はなももキッズクリニック東日本橋 小児科、アレルギー科 03-6810-8722 https://www.hanamomo-kids.com/

1257 103-0012 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7階 ANDキッズクリニック日本橋 小児科、アレルギー科 03-6810-9059 https://andkids-clinic.com/

1258 103-0011 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2階

小伝馬町こどもクリニック 小児科、アレルギー科 03-3662-5591 https://kodenmacho-kodomo.jp/

1260 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-11-3 1階 マミデンタルクリニック 歯科・歯科口腔外科 03-3668-8288 https://mami.dental-net.jp/index.html

1261 104-0054 東京都 中央区 勝どき2-12-10 勝どき月島矯正歯科クリニック 歯科、矯正歯科 03-3533-3355 https://www.ktoc.jp/

1262 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前4-26-26 ニュークラシックス2階 BIO　CLINIC表参道 内科、予防医療、統合医療（全自費） 03-6432-9101 https://bio-cl.com/

1263 104-0061 東京都 中央区 銀座1-5-8
ギンザウィローアヴェニュービ
ル6階

さくら・はるねクリニック銀座 産婦人科 03-5250-6850 https://sakura-ginza.jp/

1264 104-0032 東京都 中央区 八丁堀3-2-5 八丁堀医療ﾋﾞﾙ2F 八丁堀3丁目クリニック 内科、小児科 03-6222-2772 https://www.8cho3cho-cl.com/

1265 103-0012 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5階 らいふサイエンス内科クリニック 一般内科、循環器内科、糖尿病内科、漢方内科 03-5652-0725 https://www.lscl.jp/

1266 102-0083 東京都 千代田区 麹町6-4-16 ESCALIER麹町2階 MTXスポーツ・関節クリニック 整形外科、スポーツ医学科、内科 03-6272-5047 https://mtx-clinic.jp/

1267 135-0021 東京都 江東区 白河3-1-3 河口内科眼科クリニック 内科、消化器内科、内視鏡内科 03-6458-5980 https://kawaguchi-medical.com/

1268 135-0021 東京都 江東区 白河3-1-3 河口内科眼科クリニック 眼科 03-6458-5980 https://kawaguchi-medical.com/

1269 104-0061 東京都 中央区 銀座1-5-8 ｷﾞﾝｻﾞｳｨﾛｰｱｳﾞｪﾆｭｰﾋﾞﾙ6階 さくら・はるねクリニック銀座 産婦人科 03-5250-6850 https://sakura-ginza.jp/

1270 111-0053 東京都 台東区 浅草橋5-5-10 浅草橋西ﾋﾞﾙ 西クリニック 一般内科、腎臓病高血圧内科、人工透析 03-3851-5959 https://www.nishi-cl.com/

1271 150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂1丁目3-3 楠本ビル 2階 クリニックフォア渋谷 内科、皮膚科、アレルギー科 03-4565-0151 https://www.clinicfor.life/shibuya/

1272 104-0045 東京都 中央区 築地7-11-5 中銀ベル築地マンシオン2階 のぞみｸﾘﾆｯｸ築地 内科 03-6260-6008 https://www.hope-tsukiji.com/

1273 105-7360 東京都 港区 東新橋1-9-1 （株）安藤・間診療所 内科 03-3575-6088 https://www.ad-hzm.co.jp/
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1274 136-0072 東京都 江東区 大島1-33-15 小野ビル1階 小野内科診療所 内科、循環器内科、小児科 03-3636-5505 https://www.ononaika-cardiogp.com/


