
大手町内科胃腸ｸﾘﾆｯｸ 100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ ｳｴｽﾄ1階

03-3287-3330 ○

大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨ西山ｸﾘﾆｯｸ 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4階

03-3270-2986 ○

榊原ｻﾋﾟｱﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-
12 ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ7階

03-5288-0011 ○

丸ﾉ内なかごみｸﾘﾆｯｸ 100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1
岸本ﾋﾞﾙ2階

03-6551-2011 ○

内外ｸﾘﾆｯｸ 100-0006
東京都千代田区有楽町0番地
銀座ｲﾝｽﾞⅢ 1階

03-3562-5971 ○

日比谷ｸﾘﾆｯｸ 100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ﾋﾞﾙ南館3階

03-3215-1105 ○

有楽町電気ﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 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

03-3213-0091 ○

宮入内科 100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-
1 東京交通会館3階

03-3211-4845 ○

帝国ｸﾘﾆｯｸ 100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-1
帝国ﾎﾃﾙ本館4階

03-3503-8681 ○

霞が関ｱｰﾊﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ﾋﾞﾙ1階

03-5157-3911 ○

山王ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ薬師堂ｸﾘﾆｯｸ 100-0014
東京都千代田区永田町2-14-
2 山王ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙ2階

03-3500-5090 ○

市ヶ谷駅前診療所 100-0076
東京都千代田区五番町2 横山
ﾋﾞﾙ1階

03-3234-5021 ○

霞が関ﾋﾞﾙ診療所 100-6003
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ﾋﾞﾙ3階

03-3239-0017 ○

林内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0021
東京都千代田区外神田2-17-
4

03-3253-1536 ○

林医院 101-0021 東京都千代田区外神田3-7-1 03-3253-7436 ○

UDXﾋﾗﾊﾀｸﾘﾆｯｸ 101-0021
東京都千代田区外神田4-14-
1秋葉原UDXﾋﾞﾙ6階

03-3258-8080 ○

ﾕｱｸﾘﾆｯｸ秋葉原 101-0021
東京都千代田区外神田4-9-2
千住ﾋﾞﾙ4階

03-3256-1180 ○

ｹｲｱｲ秋葉原ｸﾘﾆｯｸ 101-0023
東京都千代田区神田松永町
11AT第一ﾋﾞﾙ4階

03-3255-8755 ○

坪井医院 101-0024
東京都千代田区神田和泉町
1-13-12ﾌｧﾍﾞﾙﾊｳｽ2階

03-3866-7815 ○

秋葉原DEM内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0025
東京都千代田区神田佐久間
町3-28星野ﾋﾞﾙ2階

03-5846-9876 ○

瀬木診療所 101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 03-3866-7313 ○

神田医新ｸﾘﾆｯｸ 101-0032
東京都千代田区岩本町2-2-
13

03-5833-3240 ○

鈴森内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0033
東京都千代田区神田岩本町1
岩本町ﾋﾞﾙ4階

03-3253-7081 ○

明和病院 101-0041
東京都千代田区神田須田町
1-18

03-3251-0263 ○

秋元医院 101-0042
東京都千代田区神田東松下
町19

03-5297-5888 ○
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神田医院 101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
神田KSﾋﾞﾙ2階

03-3252-8896 ○

二宮内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-1
第二大久保ﾋﾞﾙ3階

03-3254-5007 ○

千代田内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町
3-3-9喜助新千代田ﾋﾞﾙ4階

03-3256-9491 ○

ﾒﾗｸﾘﾆｯｸ 101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町
3-3栄立ﾋﾞﾙ2階

03-3252-1801 ○

神田多町ｸﾘﾆｯｸ 101-0046
東京都千代田区神田多町2-7
大橋ﾋﾞﾙ1階

03-6260-9333 ○

奥田医院 101-0046 東京都千代田区神田多町2-9 03-3254-0701 ○

島田内科 101-0047
東京都千代田区内神田2-11-
1

03-3252-0121 ○

神田ｸﾘﾆｯｸ 101-0047 東京都千代田区内神田2-4-1 03-3252-0763 ○

神田診療所 101-0047
東京都千代田区内神田2-8-
14

03-3256-0086 ○

三木内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0047
東京都千代田区内神田3-14-
8ﾆｼｻﾞﾜﾋﾞﾙ1階

03-5298-4120 ○

加賀医院 101-0051
東京都千代田区神田神保町
1-35

03-3291-9951 ○

神保町消化器科･内科 101-0051
東京都千代田区神田神保町2-9
神田神保町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ4階

03-3515-3171 ○

さとう消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 101-0051
東京都千代田区神田神保町3-2-
3Daiwa神保町3丁目ﾋﾞﾙ1階

03-3556-7727 ○

渡部内科 101-0051
東京都千代田区神田神保町
3-2-8

03-3262-5977 ○

神田ｷﾘｽﾄ教診療所 101-0052
東京都千代田区神田小川町
1-5-1神田御幸ﾋﾞﾙ

03-5283-8119 ○

小川町ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 101-0052
東京都千代田区神田小川町
2-12進興ﾋﾞﾙB1階

03-5848-4355 ○

遠藤ｸﾘﾆｯｸ 101-0054 東京都千代田区神田錦町1-8 03-3295-1013 ○

(公財)結核予防会総合健診推進ｾﾝﾀｰ 101-0061
東京都千代田区神田三崎町
1-3-12水道橋ﾋﾞﾙ2階､3階

03-3292-9244 ○

水道橋東口ｸﾘﾆｯｸ 101-0061
東京都千代田区神田三崎町
1-3-12水道橋ﾋﾞﾙ9階

03-3292-1270 ○

駿河台診療所 101-0062
東京都千代田区神田駿河台
2-1-45ﾆｭｰ駿河台ﾋﾞﾙ5階

03-3219-1121 ○

ﾕｱｸﾘﾆｯｸお茶の水 101-0062
東京都千代田区神田駿河台
2-4日健ﾋﾞﾙ3階

03-3259-1190 ○

大塩医院 101-0063
東京都千代田区神田淡路町
2-6-2

03-3251-6878 ○

水道橋ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 101-0065
東京都千代田区西神田1-4-
11-301

03-3518-6127 ○

三楽病院･健診課 101-8326
東京都千代田区神田駿河台
2-5

03-3292-3981 ○

洋洋ｸﾘﾆｯｸ 102-0071
東京都千代田区富士見2-10-
2 飯田橋ｸﾞﾗ.ﾝﾌﾞﾙｰﾑ3階

03-6272-3318 ○
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小池内科 102-0071
東京都千代田区富士見2-13-
16  上田ﾋﾞﾙ

03-3265-0203 ○

やじまｸﾘﾆｯｸ 102-0072
東京都千代田区飯田橋1-8-
9-201

03-3261-7853 ○

ｹｲｱｲ飯田橋ｸﾘﾆｯｸ 102-0072
東京都千代田区飯田橋3-10-
10 ｶﾞｰﾃﾞﾝｴｱﾀﾜｰ2階

03-3239-2777 ○

診療所 こころとからだの元気ﾌﾟﾗｻﾞ 102-0072 東京都千代田区飯田橋3-6-5 03-5210-6620 ○

飯田橋小池ｸﾘﾆｯｸ 102-0072 東京都千代田区飯田橋4-4-7 03-3221-8858 ○

九段ｸﾘﾆｯｸ 102-0073
東京都千代田区九段北1-9-5
朝日九段ﾏﾝｼｮﾝ1階

03-3222-0071 ○

九段坂病院 102-0074
東京都千代田区九段南1-6-
12

03-3262-9191 ○

滝医院 102-0074 東京都千代田区九段南4-3-1 03-3264-3101 ○

ふたばｸﾘﾆｯｸ 102-0081
東京都千代田区四番町4-22
四番町ﾋﾞﾙ101

03-6268-9620 ○

一番町ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 102-0082
東京都千代田区一番町4-26
相模屋第5ﾋﾞﾙ2階

03-3261-2255 ○

HDCｱﾄﾗｽｸﾘﾆｯｸ 102-0082
東京都千代田区一番町5-3-9
ｱﾄﾗｽﾋﾞﾙ1階

03-3234-6060 ○

半蔵門病院 102-0083 東京都千代田区麹町1-10-5 03-3239-3355 ○

麹町ｸﾘﾆｯｸ 102-0083
東京都千代田区麹町3-4-7 啓
ﾋﾞﾙ5階

03-3238-7654 ○

山岡ｸﾘﾆｯｸ 102-0083
東京都千代田区麹町4-3  麹
町冨士ﾋﾞﾙ2階

03-3264-5160 ○

佐々木内科ｸﾘﾆｯｸ 102-0083
東京都千代田区麹町4-4-6
麹町4丁目小倉ﾋﾞﾙ2階

03-3264-3635 ○

大森胃腸科 102-0092 東京都千代田区隼町2-15 03-3234-6226 ○

栁下医院 102-0093
東京都千代田区平河町1-7-
14

03-3261-1261 ○

うざわ内科ｸﾘﾆｯｸ 102-0093
東京都千代田区平河町2-7-9
JA共済ﾋﾞﾙ3階

03-3237-7731 ○

ｺﾊｼ文春ﾋﾞﾙ診療所 102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-
23 文藝春秋新館

03-3264-4673 ○

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ診療所 102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ地下1階

03-3221-4154 ○

東都ｸﾘﾆｯｸ 102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｵｰﾀﾆｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ2F

03-3239-0302 ○

日本橋ｸﾘﾆｯｸ 103-0003
東京都中央区日本橋横山町
6-10

03-3661-0902 ○

日本橋かわまた内科ｸﾘﾆｯｸ 103-0006
東京都中央区日本橋富沢町
10-18 ﾕﾆｿﾞ東日本橋ﾋﾞﾙ1F

03-3669-2626 ○

(医社)墨水会浜町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-
31-1浜町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ7F

03-3664-6858 ○

日本橋浜町ｸﾘﾆｯｸ 103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-
38-3

03-3663-1811 ○

3/16ページ



令和元年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施
（実施しているものに○）

特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

浜町公園紙商健診ｸﾘﾆｯｸ 103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-
42-10 紙商健保会館4階

03-5643-2300 ○

(医社)松州会鈴木医院 103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬
町3-11

03-3661-5281 ○

大伝馬ｸﾘﾆｯｸ 103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬
町9-7

03-3661-5367 ○

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ健診ｸﾘﾆｯｸ 103-0012
東京都中央区日本橋堀留町
2-6-6ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾋﾞﾙ2,3F

03-5652-0808 ○

(医社)玉寄ｸﾘﾆｯｸ 103-0013
東京都中央区日本橋人形町
1-12-11-105

03-3661-5555 ○

(医社)謙昭会村田内科ｸﾘﾆｯｸ 103-0013
東京都中央区日本橋人形町
1-5-8

03-3666-3880 ○

みんなの内科ｸﾘﾆｯｸ人形町･水天宮 103-0013
東京都中央区日本橋人形町
2-2-3 ｱﾗｲヴ人形町6F

03-3668-2200 ○

(医社)栄晴会中央内科ｸﾘﾆｯｸ 103-0013
東京都中央区日本橋人形町
2-7-8

03-3668-0088 ○

(医社)平郁会日本橋かきがら町ｸﾘﾆｯｸ 103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町
1-10-4宮田ﾋﾞﾙ2F

03-5651-1361 ○

水天宮前いきいきｸﾘﾆｯｸ内科･呼吸器内
科

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

03-3665-1159 ○

(医社)中崎外科 103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町
2-13-1 NSﾋﾞﾙ

03-3669-6682 ○

(医社)鴎盟会 津布久医院 103-0016
東京都中央区日本橋小網町
3-12

03-3666-1687 ○

(医社)小池医院 103-0022
東京都中央区日本橋室町 1-
12-9

03-3271-0813 ○

大辻内科ｸﾘﾆｯｸ 103-0022
東京都中央区日本橋室町 4-
2-1

03-3279-3916 ○

恵友ｸﾘﾆｯｸ 103-0022
東京都中央区日本橋室町1-
6-1  真洋ﾋﾞﾙ4F

03-3241-6088 ○

(医社)中央みなと会三井ﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 103-0022
東京都中央区日本橋室町2-
1-1日本橋三井ﾀﾜｰ5F

03-3510-9927 ○

日本橋内科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科ｸﾘﾆｯｸ 103-0022
東京都中央区日本橋室町2-
4-3  7F

03-3274-4159 ○

五十嵐内分泌ｸﾘﾆｯｸ 103-0023
東京都中央区日本橋本町1-
5-11ﾕﾆｿﾞ日本橋本町ﾋﾞﾙ2F

03-3270-8855 ○

日本橋室町ｸﾘﾆｯｸ 103-0023
東京都中央区日本橋本町1-
5-6 第10中央ﾋﾞﾙ1F

03-3241-2568 ○

友仁ｸﾘﾆｯｸ 103-0023
東京都中央区日本橋本町1-
6-5ﾂｶﾓﾄﾋﾞﾙB2F

03-3510-9561 ○

古川内科ｸﾘﾆｯｸ 103-0023
東京都中央区日本橋本町4-
15-10古川ﾋﾞﾙ

03-3661-2506 ○

茅場町ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町
2-2-1東石ﾋﾞﾙ1F

03-3666-2212 ○

ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 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

03-3669-1238 ○

兜町診療所 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

03-5641-0360 ○

(医社)兜中央会 中島ｸﾘﾆｯｸ 103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-8 03-3666-0880 ○
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(医社)頌栄会上田診療所 103-0027
東京都中央区日本橋2-1-10
柳屋ﾋﾞﾙB1F

03-3271-2775 ○

(医社)健創会八重洲街診療所 103-0027
東京都中央区日本橋2-2-20
日本橋仲通りﾋﾞﾙ3F

03-3271-1828 ○

日本橋榎本内科 103-0027
東京都中央区日本橋3-3-12
E-1ﾋﾞﾙ3F

03-3231-1003 ○

八重洲ﾔﾖｲｸﾘﾆｯｸ 103-0028
東京都中央区八重洲1-9-13
八重洲ﾔﾖｲﾋﾞﾙ6F

03-5204-0841 ○

早期胃癌検診協会附属茅場町ｸﾘﾆｯｸ 103-8790
東京都中央区日本橋茅場町
2-6-12

03-3668-6801 ○

松本内科院 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

03-4405-7480 ○

医療法人(財団)白百合会荒川医院 104-0031
東京都中央区京橋2-1-1第2
荒川ﾋﾞﾙ1F

03-3281-0567 ○

医療法人社団順医会京橋ｸﾘﾆｯｸ 104-0031
東京都中央区京橋2-5-22ｷﾑﾗ
ﾔﾋﾞﾙ2F

03-3563-5011 ○

医療法人社団誠次会銀座胃腸ｸﾘﾆｯｸ 104-0031
東京都中央区京橋3-4-2ﾌｫｰ
ﾁｭﾝﾋﾞﾙ2F

03-5205-8666 ○

医療法人社団八丁堀医院 104-0032
東京都中央区八丁堀2-20-8
八丁堀綜通ﾋﾞﾙ901号

03-3551-8860 ○ ○ ○

医療法人社団三和会中央診療所 104-0032 東京都中央区八丁堀3-18-10 03-3551-7522 ○

八丁堀3丁目ｸﾘﾆｯｸ 104-0032
東京都中央区八丁堀3-2-5八
丁堀医療ﾋﾞﾙ2F

03-6222-2772 ○

八丁堀かず内科外科ｸﾘﾆｯｸ 104-0033
東京都中央区新川 2-28-2 ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｲﾑ新川3階

03-5542-0737 ○

医療法人社団進興会東京ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙｸﾘﾆｯ
ｸ

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

03-3551-7737 ○

医療法人社団恒雅会吉井医院 104-0041 東京都中央区新富1-5-14 03-3551-2032 ○

新富げんかｸﾘﾆｯｸ 104-0041
東京都中央区新富2-14-7不
二窯業株式会社2F

03-3551-4346 ○

東京保健生活協同組合鉄砲洲診療所 104-0042 東京都中央区入船1-5-4 03-3551-1616 ○

いしせ脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 104-0043 東京都中央区湊1-8-15 03-3553-3031 ○

厚生診療所 104-0043
東京都中央区湊3-18-17ﾏﾙｷ
榎本ﾋﾞﾙ1F

03-3551-4690 ○

医療法人社団中央みなと会中央みなと
ｸﾘﾆｯｸ

104-0044
東京都中央区明石町8-1聖路
加ﾀﾜｰ2F

03-5565-9955 ○ ○ ○

前田医院 104-0045 東京都中央区築地1-3-6 03-3541-0396 ○

おおいわ腎ｸﾘﾆｯｸ 104-0045
東京都中央区築地1-9-9細川
築地ﾋﾞﾙ6･7F

03-6226-3511 ○

清水内科ｸﾘﾆｯｸ 104-0045
東京都中央区築地6-15-6大
川ﾋﾞﾙ7F

03-3541-0446 ○

医療法人社団裕健会築地ｸﾘﾆｯｸ 104-0045
東京都中央区築地6-25-10築
地ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2.3F

03-3549-6661 ○

医療法人社団恵杏会河内ｸﾘﾆｯｸ 104-0052
東京都中央区月島1-14-13月
島ﾎｰﾑｽﾞ102号

03-5548-7060 ○ ○ ○
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月島ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾘﾆｯｸ 104-0052
東京都中央区月島1-5-2ｷｬﾋﾟ
ﾀﾙｹﾞｰﾄﾌﾟﾚｲｽ203

03-3533-8981 ○

医療法人社団慶仁舎月島ﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 104-0052
東京都中央区月島2-10-2ﾑｰ
ﾝｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ202

03-6219-7151 ○

善利医院 104-0052 東京都中央区月島3-13-4 03-3531-1566 ○

月島ｸﾘﾆｯｸ 104-0052
東京都中央区月島4-16-7秀
和第二月島ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ106

03-3531-0082 ○

医療法人社団豊文会月島医院 104-0052
東京都中央区月島4-4-1ｸﾞﾘｰ
ﾝｺｰﾎﾟ月島106号

03-3531-7131 ○

医療法人社団志鈴会 鈴木ｸﾘﾆｯｸ 104-0052 東京都中央区月島4-5-12 03-3531-1685 ○

医療法人社団竹榮舎晴海ｸﾘﾆｯｸ 104-0053
東京都中央区晴海1-6-5晴海
ﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ203

03-3531-0937 ○

医療法人社団竹榮舎たけぶちﾌｧﾐﾘｰｸﾘ
ﾆｯｸ

104-0053
東京都中央区晴海2-5-24晴
海ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

03-3534-2757 ○

晴海3丁目ｸﾘﾆｯｸ 104-0053
東京都中央区晴海3-10-1ｸﾞﾗ
ｽｼﾃｨ晴海1階A-3

03-3536-8633 ○

医療法人社団慈安会 勝どき駅前内科
皮ふ科ｸﾘﾆｯｸ

104-0054
東京都中央区勝どき 3-5-5
AIP勝どき駅前ﾋﾞﾙ3階

03-5534-8350 ○

医療法人社団健杏会勝どきﾋﾞｭｰﾀﾜｰｸﾘ
ﾆｯｸ

104-0054
東京都中央区勝どき1-8-1勝
どきﾋﾞｭｰﾀﾜｰ215

03-5859-0781 ○

浜中医院 104-0054 東京都中央区勝どき2-1-13 03-3531-0547 ○

医療法人社団健杏会杉野内科ｸﾘﾆｯｸ 104-0054
東京都中央区勝どき2-9-
12HBﾋﾞﾙ勝どき3F

03-5547-0961 ○ ○ ○

勝どき耳鼻咽喉科･内科ｸﾘﾆｯｸ 104-0054
東京都中央区勝どき4-2-13ｻ
ﾝﾊﾟﾚｽ辻野1F

03-3533-4133 ○

医療法人社団ﾘｿﾞｰﾑ慶和会ｻﾞ東京ﾀﾜｰ
ｽﾞｸﾘﾆｯｸ

104-0054
東京都中央区勝どき6-3-2-
102ｻﾞ東京ﾀﾜｰｽﾞﾐｯﾄﾞﾀﾜｰ1F

03-3534-9002 ○

豊海診療所 104-0055 東京都中央区豊海町2-2-113 03-3533-6751 ○

医療法人社団銀座仁医会吉川医院 104-0061 東京都中央区銀座1-9-17 03-3561-4010 ○

市川医院 104-0061
東京都中央区銀座2-11-19銀
座市川ﾋﾞﾙ

03-3541-7202 ○

医療法人社団三喜会有楽橋ｸﾘﾆｯｸ 104-0061
東京都中央区銀座2-2-17龍
保険ﾋﾞﾙ4F

03-3567-8788 ○

医療法人社団ｳｨﾐﾝｽﾞ･ｳｪﾙﾈｽ対馬ﾙﾘ子
女性ﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ銀座

104-0061
東京都中央区銀座2-6-5銀座
ﾄﾚｼｬｽ7F

03-3535-2992 ○

医療法人社団ﾌﾞｯｸｽBOOCSﾎﾘｽﾃｨｯｸｸ
ﾘﾆｯｸ東京

104-0061
東京都中央区銀座3-4-1大倉
別館4F

03-5159-7151 ○

医療法人社団神和会 銀座富士ｸﾘﾆｯｸ 104-0061
東京都中央区銀座4-11-2丸
正ﾋﾞﾙ2F

03-3542-8371 ○ ○ ○

医療法人社団宮﨑会木挽町医院 104-0061 東京都中央区銀座4-11-4 03-3541-3800 ○ ○ ○

医療法人財団百葉の会銀座医院 104-0061
東京都中央区銀座4-12-15歌
舞伎座ﾀﾜｰ16F

03-3542-2660 ○ ○ ○

医療法人社団範慶会白倉内科診療所 104-0061
東京都中央区銀座4-13-18医
療ﾋﾞﾙ1F

03-3543-4361 ○
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医療法人社団医成会銀座さわだ内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

104-0061
東京都中央区銀座5-9-15銀
座清月堂ﾋﾞﾙ4F

03-3572-4898 ○

医療法人社団ﾌﾞﾚｲﾝ･ﾍﾙｽ銀座内科･神
経内科ｸﾘﾆｯｸ

104-0061
東京都中央区銀座6-12-10銀
座龍岡ﾋﾞﾙ2F

03-6253-8786 ○ ○ ○

医療法人社団西銀座診療所 104-0061
東京都中央区銀座6-9-7近畿
建物銀座ﾋﾞﾙ3F

03-3571-0777 ○

一般財団法人小松診療所 104-0061
東京都中央区銀座7-12-18第
一銀座ﾋﾞﾙ3F

03-3543-7611 ○

医療法人社団正和会栗原ｸﾘﾆｯｸ 104-0061
東京都中央区銀座8-12-5峯
田ﾋﾞﾙ3F

03-3541-6573 ○

銀座しまだ内科ｸﾘﾆｯｸ 104-0061
東京都中央区銀座8-4-26ｲﾜｷ
ﾋﾞﾙ4F

03-3574-9103 ○

医療法人社団 幸清会 四谷ｸﾘﾆｯｸ 160-0004
東京都新宿区四谷1- 2-30 第
2四谷中村ﾋﾞﾙ3F

03-3226-9028 ○

四谷･村川内科ｸﾘﾆｯｸ 160-0004
東京都新宿区四谷1-13 山水
ﾋﾞﾙ1F

03-5366-1024 ○

医療法人社団 はなみずき 佐藤内科小
児科医院

160-0004 東京都新宿区四谷1-15 03-3351-3007 ○

医療法人社団 慶洋会 ｹｲｱｲｸﾘﾆｯｸ 160-0004
東京都新宿区四谷1-20-23 ｹ
ｲｱｲﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ

03-5269-2111 ○

医療法人社団 清水医院 160-0004 東京都新宿区四谷1-50 103 03-3351-2490 ○

医療法人社団 柏葉会  高村医院 160-0004 東京都新宿区四谷3-10 03-3351-3610 ○

林あいずみ医院 160-0005 東京都新宿区愛住町8-12 03-6380-5438 ○

住友内科ｸﾘﾆｯｸ 160-0007
東京都新宿区荒木町4  森初ﾋﾞ
ﾙ2F

03-5362-3288 ○

まがり医院 160-0007 東京都新宿区荒木町6-34 03-5362-5531 ○

阿蘇医院 160-0008 東京都新宿区四谷三栄町 1-5 03-3351-3224 ○

田中内科医院 160-0008
東京都新宿区四谷三栄町 4-
11 YSﾋﾞﾙ1F

03-3351-1815 ○

太田医院 160-0008
東京都新宿区四谷三栄町 9-
6

03-5366-3213 ○

医療法人社団 長島ｸﾘﾆｯｸ  四谷･長島ｸ
ﾘﾆｯｸ

160-0011 東京都新宿区若葉1-4-7 03-5368-1686 ○

医療法人社団 仁圭会 林外科病院 160-0015 東京都新宿区大京町27 03-3357-3161 ○

信濃町診療所 160-0016
東京都新宿区信濃町34 ﾄｰｼﾝ
信濃町駅前ﾋﾞﾙ3F

03-3359-5147 ○

医療法人社団 博由会 四谷内科 160-0017
東京都新宿区左門町20 四谷ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

03-5368-0675 ○

須田医院 160-0018 東京都新宿区須賀町1 03-5366-0760 ○

医療法人社団 医食会 新宿医院 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町1-24-
3-201

03-3200-8067 ○

一般財団法人 日本健康管理協会 新宿
健診ﾌﾟﾗｻﾞ

160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-3-
18

03-3207-1111 ○
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医療法人社団 泰光会 歌舞伎町ひかりｸ
ﾘﾆｯｸ

160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-46-
8 新宿日章ﾋﾞﾙ9F

03-5888-4188 ○

花園医院 160-0022 東京都新宿区新宿1-30- 6 03-3351-6957 ○

医療法人社団 幸楽会 幸楽ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

160-0022 東京都新宿区新宿1-8-11 03-3355-0282 ○

医療法人社団 順正会 ﾋﾛｵｶｸﾘﾆｯｸ 160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 3F 03-3225-1720 ○

医療法人社団 医精会 ﾏｲｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ 160-0022
東京都新宿区新宿3-25-10 當
山ﾋﾞﾙ6F

03-3354-3411 ○

医療法人社団 鶴亀会 ﾐﾗｻﾞ新宿つるか
めｸﾘﾆｯｸ

160-0022
東京都新宿区新宿3-36-10 ﾐﾗ
ｻﾞ新宿7F

03-6300-0036 ○

医療法人社団 和光会 藤村内科外科ｸﾘ
ﾆｯｸ

160-0022
東京都新宿区新宿5-10-12 豊
衆ﾋﾞﾙ

03-3351-0575 ○

医療法人社団 敬昭会 芙蓉診療所 160-0022 東京都新宿区新宿5-14-5 03-3350-6731 ○

沢田ｸﾘﾆｯｸ 160-0022
東京都新宿区新宿6-23-7-
101 Sﾋﾞﾙ1F

03-3355-6227 ○

医療法人社団 国穗会 新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞ
たけうち内科

160-0022
東京都新宿区新宿6-27-30 新
宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞｽｸｴｱB1F

03-6205-5315 ○

一般財団法人 東京社会保険協会 ﾌｨ
ｵｰﾚ健診ｸﾘﾆｯｸ

160-0022
東京都新宿区新宿7-26-9 ﾌｨ
ｵｰﾚ東京

03-5287-6217 ○

医療法人社団 石川記念会 新宿石川ｸﾘ
ﾆｯｸ

160-0023
東京都新宿区西新宿1- 7- 1
松岡ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ6･7F

03-3340-1751 ○

惠ｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿1-19-12
鮎沢ﾋﾞﾙ8F

03-5909-3707 ○

公益財団法人三越厚生事業団 三越診
療所

160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1
ｴｽﾃｯｸ情報ﾋﾞﾙ5F

03-3348-5791 ○

医療法人社団 新友会 ﾌﾟﾗｻﾞ30階ｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿2- 2- 1
京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ本館30F

03-5323-4330 ○

医療法人社団 成山会 楠樹記念ｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿2- 6- 1
新宿住友ﾋﾞﾙ6F

03-3344-6666 ○

三好医院 160-0023
東京都新宿区西新宿3- 4-11
ｱﾋﾟｽ西新宿三丁目2F

03-3342-1033 ○

かおり内科ｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿3- 6- 4
東照ﾋﾞﾙA棟2F

03-5321-6677 ○

ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿3-20- 2
東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨﾀﾜｰ7F

03-5353-7100 ○

駒ｹ嶺医院 160-0023 東京都新宿区西新宿4- 4- 6 03-3378-3875 ○

医療法人社団 優久会 根本医院 160-0023 東京都新宿区西新宿4-10-15 03-3377-6513 ○

医療法人社団 慶潤会 新都心十二社ｸﾘ
ﾆｯｸ

160-0023
東京都新宿区西新宿5- 5- 1-203
号 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ西新宿ﾀﾜｰ60

03-3377-3033 ○

医療法人社団 顕彬会 伊藤外科内科医
院

160-0023 東京都新宿区西新宿5- 8-10 03-3372-6456 ○

西新宿小林ｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿6-20-12
第2山口ﾋﾞﾙ 4F

03-5989-0918 ○

いしい内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 160-0023
東京都新宿区西新宿7- 1-10
守矢ﾋﾞﾙ5F

03-5937-3361 ○
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医療法人社団 菱秀会 金内ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

160-0023
東京都新宿区西新宿7- 5-25
西新宿木村屋ﾋﾞﾙ2F

03-3365-5521 ○

医療法人社団柏裕会 今野整形外科内
科

160-0023 東京都新宿区西新宿7-21- 7 03-3371-5813 ○

医療法人社団 青弘会 はまやﾎｰﾑｹｱｸﾘ
ﾆｯｸ

161-0031 東京都新宿区西落合2-16- 4 03-3950-0065 ○

医療法人社団 新裕会 ｵﾘｴﾝﾀﾙ診療所 161-0031
東京都新宿区西落合2-20- 1
哲学堂公園ﾊｲﾂ1-1

03-3565-3411 ○

そはら医院 161-0031 東京都新宿区西落合3- 1-22 03-3565-8008 ○

医療法人社団 慈梁会 やない胃腸科ｸﾘ
ﾆｯｸ

161-0031
東京都新宿区西落合4- 3- 9
ﾊﾟﾛ西落合101

03-5996-2772 ○

戸澤医院 161-0031 東京都新宿区西落合4- 4-12 03-3953-6190 ○

哲学堂松本ｸﾘﾆｯｸ 161-0031 東京都新宿区西落合4-16-10 03-3951-1567 ○

社会福祉法人 聖母会 聖母病院 161-0032 東京都新宿区中落合2- 5- 1 03-3951-1129 ○

菅谷医院 161-0032 東京都新宿区中落合3- 3- 5 03-3951-5903 ○

佐藤ｸﾘﾆｯｸ 161-0032 東京都新宿区中落合3- 4- 8 03-3952-5554 ○

医療法人社団 竹誠会 宗像ｸﾘﾆｯｸ 161-0033
東京都新宿区下落合1- 6- 1
宮村ﾋﾞﾙ3F

03-3227-2510 ○

医療法人社団 豊済会 下落合ｸﾘﾆｯｸ 161-0033 東京都新宿区下落合2- 1- 6 03-3953-1711 ○

目白よしみｸﾘﾆｯｸ 161-0033
東京都新宿区下落合3-12‐23
豊ﾋﾞﾙ1F

03-5988-7667 ○

目白ﾌﾞﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ 161-0033
東京都新宿区下落合3-21- 3
Ⅿｺｰﾄ目白1F

03-3565-5788 ○

落合ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 161-0034
東京都新宿区上落合1- 1- 4
鈴木ﾋﾞﾙ4F

03-5338-4976 ○

医療法人社団 糖真会 上落合 真ｸﾘﾆｯｸ 161-0034
東京都新宿区上落合1- 5- 4
幸楽亭ﾋﾞﾙ1F･2F

03-3363-5820 ○

医療法人社団 四葉会 木島内科ｸﾘﾆｯｸ 161-0034
東京都新宿区上落合1-21-14
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ1F

03-3364-6321 ○

落合ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 161-0034 東京都新宿区上落合2-11-16 03-5989-1477 ○

医療法人社団 珠MEDIKAL 髙島ｸﾘﾆｯｸ 161-0034 東京都新宿区上落合2-18-15 03-3371-2101 ○

医療法人社団 翔心会 伊藤ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

161-0034
東京都新宿区上落合2-25- 3
伊藤ﾋﾞﾙ1F

03-3361-6318 ○

医療法人社団 千晶会 落合駅前ｸﾘﾆｯｸ 161-0034
東京都新宿区上落合3-10- 3
加藤ﾋﾞﾙ1F

03-5348-6535 ○

医療法人社団 早正会 岡崎医院 162-0041
東京都新宿区早稲田鶴巻町
519

03-3202-7778 ○

医療法人社団 豊和会 村橋医院 162-0042 東京都新宿区早稲田町73 03-3203-3538 ○

栗原 隆ｳｪﾙﾈｽｸﾘﾆｯｸ 162-0044
東京都新宿区喜久井町4-1 新
宿印刷会館4F

03-6457-6572 ○
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早稲田ｸﾘﾆｯｸ 162-0045
東京都新宿区馬場下町10 早
稲田ﾚｽﾄﾊｲﾂ2F

03-3208-2007 ○

鈴木医院 162-0052 東京都新宿区戸山3-10- 6 03-3203-9370 ○

若松河田ｸﾘﾆｯｸ 162-0054
東京都新宿区河田町10- 7 ｸﾞ
ﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ河田町201

03-6457-8351 ○

医療法人社団 曙光会 ｺﾝﾌｫｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾘ
ﾆｯｸ

162-0054 東京都新宿区河田町3- 2 03-3357-0086 ○

医療法人社団 誠晃会 えとう内科ｸﾘﾆｯｸ 162-0055 東京都新宿区余丁町11-19 03-5919-4976 ○

医療法人社団 愛智会 抜弁天ｸﾘﾆｯｸ 162-0055
東京都新宿区余丁町8-7 抜弁
天ﾋﾞﾙ1F

03-5919-1522 ○

医療法人社団 鉄友会 柳町病院 162-0061 東京都新宿区市谷柳町25 03-3268-3521 ○

本多内科ｸﾘﾆｯｸ 162-0062
東京都新宿区市谷加賀町2-
3-15

03-6265-0677 ○

石井外科 162-0065 東京都新宿区住吉町8- 2 03-3351-9338 ○

河田町ｸﾘﾆｯｸ 162-0065
東京都新宿区住吉町8-27 塩
谷ﾋﾞﾙ3F

03-3357-6207 ○

医療法人社団 慈紹会 ﾌｼﾞﾓﾄ新宿ｸﾘﾆｯ
ｸ

162-0067
東京都新宿区富久町13- 1 ﾛｰ
ﾚﾙｺｰﾄ新宿ﾀﾜｰ2F

03-3357-2237 ○

新宿ﾄﾐﾋｻｸﾛｽｸﾘﾆｯｸ 162-0067
東京都新宿区富久町17- 2 富
久ｸﾛｽ1F

03-3353-2111 ○

伊藤医院 162-0067 東京都新宿区富久町28- 5 03-3341-6035 ○

内科すずきｸﾘﾆｯｸ 162-0801 東京都新宿区山吹町295 03-5227-3133 ○

医療法人社団 桐医会 なかやまｸﾘﾆｯｸ 162-0801
東京都新宿区山吹町335 安井
ﾋﾞﾙ2F

03-3268-8311 ○

医療法人社団 敬水会 江戸川橋鈴木ｸﾘ
ﾆｯｸ

162-0801
東京都新宿区山吹町348 DSD
ﾋﾞﾙ3･4F

03-5229-7717 ○

東京保健生活協同組合 江戸川橋診療
所

162-0802 東京都新宿区改代町33 03-3269-7855 ○

医療法人社団 和紗会 とびた整形外科･
内科ｸﾘﾆｯｸ

162-0805 東京都新宿区矢来町113 03-3235-5050 ○

医療法人社団 真昌会 神楽坂岡田診療
所

162-0805 東京都新宿区矢来町28 03-3268-6373 ○

あべﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 162-0811
東京都新宿区水道町4-29  宝
ﾋﾞﾙ1F

03-6228-1783 ○

医療法人社団 喜生会 新小川町ｸﾘﾆｯｸ 162-0814
東京都新宿区新小川町6-40
入交ﾋﾞﾙ3F

03-3235-5265 ○

黒坂医院 162-0816 東京都新宿区白銀町25 03-3260-3590 ○

医療法人社団 ｾﾝﾄﾒﾘｰ 飯田橋中村ｸﾘ
ﾆｯｸ

162-0822
東京都新宿区下宮比町3- 2
日本精鉱ﾋﾞﾙ2F

03-5225-7119 ○

あいｸﾘﾆｯｸ 162-0822
東京都新宿区下宮比町3- 2
飯田橋ｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F

03-6265-3885 ○

神楽坂･脳神経内科ｸﾘﾆｯｸ 162-0825
東京都新宿区神楽坂 6-42 神
楽坂喜多川ﾋﾞﾙ1F

03-6280-7582 ○
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倉澤ｸﾘﾆｯｸ 162-0825
東京都新宿区神楽坂3- 5 神
楽坂ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F

03-5206-8820 ○

医療法人社団 千緑会 神楽坂医院 162-0825
東京都新宿区神楽坂3- 6 近
藤ﾋﾞﾙ1F

03-3269-7267 ○

医療法人社団 康俊会 菊池医院 162-0825
東京都新宿区神楽坂6-25 塩
谷ﾋﾞﾙ1F

03-3269-1011 ○

医療法人社団 内野医院 162-0831 東京都新宿区横寺町8 03-3235-3270 ○

やまだ内科ｸﾘﾆｯｸ 162-0834 東京都新宿区北町23 03-5206-8853 ○

医療法人社団 若水会 牛込台さこむら
内科

162-0835 東京都新宿区中町23 03-3269-1783 ○

医療法人社団 慶真記念会 新宿睡眠･
呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ

163-1312
東京都新宿区西新宿6- 5- 1
新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ12階

03-5909-5588 ○

医療法人社団 慶潤会 KDDIﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 163-8003
東京都新宿区西新宿2- 3- 2
KDDIﾋﾞﾙ1F

03-6386-0123 ○

本庄医院 169-0051
東京都新宿区西早稲田1-21-
2-201

03-3203-3959 ○

磯貝ｸﾘﾆｯｸ 169-0051
東京都新宿区西早稲田2- 4-
8

03-3232-1776 ○

医療法人社団 あさひ会 西早稲田ｸﾘﾆｯ
ｸ

169-0051
東京都新宿区西早稲田2-21-16
圓生楼高田馬場ﾋﾞﾙ2F

03-3232-8462 ○

医療法人社団 西北診療所 169-0051
東京都新宿区西早稲田3-12-
4 ｻﾝﾊｲﾂ早稲田ﾋﾞﾙ1F

03-3203-5660 ○

医療生活共同組合 早稲田診療所 169-0051
東京都新宿区西早稲田3-17-
23

03-3203-3330 ○

医療法人社団 医進会 小田ｸﾘﾆｯｸ 169-0072
東京都新宿区大久保1-11- 3
大東ﾋﾞﾙ2F

03-5273-0770 ○

堀内ｸﾘﾆｯｸ 169-0072
東京都新宿区大久保2- 1- 1
ｻﾝﾄｰｸ大久保2F

03-5287-6171 ○

西大久保ｸﾘﾆｯｸ 169-0072
東京都新宿区大久保2- 3- 5
1F

03-5273-6880 ○

医療法人財団 東京勤労者医療会 おお
くぼ戸山診療所

169-0072 東京都新宿区大久保2- 8- 2 03-5272-2585 ○

医療法人社団 三育会 新宿ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ 169-0072
東京都新宿区大久保2-18-14
新大久保五大ﾋﾞﾙ1F･2F

03-5272-5610 ○

新大久保文化通りｸﾘﾆｯｸ 169-0073
東京都新宿区百人町 2- 5- 8
科研ﾋﾞﾙ1F

03-5937-0610 ○

三好医院 169-0073 東京都新宿区百人町 2-23-47 03-5337-9871 ○

医療法人社団 英昭会 長峰整形外科･
胃腸内科

169-0073
東京都新宿区百人町1-11- 3
1F

03-3364-3936 ○

新大久保ｸﾘﾆｯｸ 169-0073 東京都新宿区百人町2-20-21 03-3371-7033 ○

青葉ｸﾘﾆｯｸ 169-0073 東京都新宿区百人町3- 1- 6 03-3362-1121 ○

西戸山ｸﾘﾆｯｸ 169-0073
東京都新宿区百人町3- 7- 8
原ﾋﾞﾙ2F

03-5337-7501 ○

医療法人財団 新生会 百人町診療所 169-0073 東京都新宿区百人町3-14- 7 03-3371-1188 ○
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寺尾ｸﾘﾆｶ 169-0073
東京都新宿区百人町3-28- 5
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞA

03-5338-9955 ○

医療法人社団 寿慶会 小滝橋整形外科 169-0073
東京都新宿区百人町4- 9- 7
ﾕｰｴｽﾄﾋﾞﾙ2F

03-5332-3020 ○

くれｸﾘﾆｯｸ 169-0074
東京都新宿区北新宿2-21- 1
新宿ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ3F

03-6279-2893 ○

竹田ｸﾘﾆｯｸ 169-0074
東京都新宿区北新宿3- 1-21
みどりﾋﾞﾙ3F

03-3371-4114 ○

医療法人社団 桑原医院 169-0074 東京都新宿区北新宿3-12-26 03-3368-4745 ○

高橋医院 169-0074 東京都新宿区北新宿3-21- 8 03-3371-8064 ○

橋爪医院 169-0074 東京都新宿区北新宿4-29- 9 03-3371-0030 ○

松本皮膚科 169-0074 東京都新宿区北新宿4-33- 5 03-3360-3306 ○

助川ｸﾘﾆｯｸ 169-0075
東京都新宿区高田馬場1- 5-
10

03-3209-3333 ○

小池医院 169-0075
東京都新宿区高田馬場1- 8-
8

03-3200-8138 ○

医療法人社団 腎研記念会 腎研ｸﾘﾆｯｸ 169-0075
東京都新宿区高田馬場1-33-
13 千年ﾋﾞﾙ1F･2F

03-3209-5211 ○

医療法人財団 綜友会 高戸橋ｸﾘﾆｯｸ 169-0075
東京都新宿区高田馬場2-5-
24 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ高田馬場1F

03-3200-3060 ○

須田ｸﾘﾆｯｸ 169-0075
東京都新宿区高田馬場2-8-
14

03-3207-8161 ○

医療法人社団 正修会 細谷医院 169-0075
東京都新宿区高田馬場3-27-
2

03-3371-8755 ○

牛込外科胃腸科 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-10-
12

03-3361-0301 ○

牛山医院 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-11-
5

03-5386-3167 ○

高田馬場さくらｸﾘﾆｯｸ 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-11-
8 河上ﾋﾞﾙ3F

03-5937-3717 ○

医療法人社団 嶺雪会 須田外科ｸﾘﾆｯｸ 169-0075
東京都新宿区高田馬場4-22-
7

03-3362-5753 ○

御園医院 112-0001
東京都文京区白山 5丁目17番
地34号

03-3941-4830 ○

はとり内科ｸﾘﾆｯｸ 112-0001
東京都文京区白山 5丁目33番
地3号 ﾊﾟﾚ･ｸﾚｰﾙ白山1F

03-5800-2210 ○

くろだ医院 112-0001
東京都文京区白山 5丁目36番
地9号 白山麻の実ﾋﾞﾙ2F

03-5804-3211 ○

小林ｸﾘﾆｯｸ 112-0002
東京都文京区小石川  3丁目
16番地19号

03-5689-2025 ○

春日ｸﾘﾆｯｸ 112-0002
東京都文京区小石川 1丁目12
番地16号 TGﾋﾞﾙ5F

03-3816-5840 ○

ｾﾂﾙﾒﾝﾄ菊坂診療所 112-0002
東京都文京区小石川 1丁目24
番地3号

03-3811-0016 ○

小石川循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 112-0002
東京都文京区小石川 2-24-14
TM畑中小石川1階

03-6801-8450 ○
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春日駅前あべﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 112-0002
東京都文京区小石川 2丁目1
番地12号 小石川ﾄｰｾｲﾋﾞﾙ6F

03-3830-0395 ○

後楽園駅前診療所 112-0002
東京都文京区小石川 2丁目6
番地5号 小石川二丁目ﾋﾞﾙ1F

03-6801-8191 ○

中村ｸﾘﾆｯｸ 112-0002
東京都文京区小石川 3丁目27
番地6号 ｺｽﾓ小石川103

03-3818-7677 ○

山村ｸﾘﾆｯｸ 112-0002
東京都文京区小石川 5丁目37
番地6号 井浦ﾋﾞﾙ1F

03-3818-5767 ○

講道館ﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 112-0003
東京都文京区春日 1丁目16番
地30号 講道館本館6F

03-5842-6311 ○

小石川医院 112-0003
東京都文京区春日 2丁目10番
地18号 ﾗﾝﾀﾞﾑ小石川

03-3816-3151 ○

須田整形外科ｸﾘﾆｯｸ 112-0004
東京都文京区後楽 2丁目23番
地15号

03-3811-0881 ○

坂巻ｸﾘﾆｯｸ 112-0005
東京都文京区水道 2丁目14番
地7号

03-3941-6074 ○

石原医院 112-0006
東京都文京区小日向 1丁目6
番地6号

03-3941-8526 ○

しおざわｸﾘﾆｯｸ 112-0006
東京都文京区小日向 4丁目4
番地3号 ｶｰﾈ小日向103

03-3945-3711 ○

茗荷谷なかむらｸﾘﾆｯｸ 112-0006
東京都文京区小日向 4丁目5番
地16号 ﾂｲﾝﾋﾙｽﾞ茗荷谷1階

03-3945-6161 ○

岩瀬ｸﾘﾆｯｸ 112-0006
東京都文京区小日向 4丁目6
番地15号 茗荷谷駅MFﾋﾞﾙ4F

03-5940-7151 ○

伝通院ｸﾘﾆｯｸ 112-0006
東京都文京区小日向 4丁目6番
地18号 ｽﾃﾗﾒｿﾞﾝ茗荷谷201

03-6912-1565 ○

ｺﾊﾟｰｽﾞ･茗荷谷ｸﾘﾆｯｸ 112-0006
東京都文京区小日向 4丁目7番
地20号 ｺﾊﾟｰｽﾞ茗荷谷ﾋﾞﾙ1F

03-5976-2207 ○

千葉医院 112-0011
東京都文京区千石 1丁目6番
地16号 ﾗｲｽﾞﾋﾙ千石101号

03-3941-1340 ○

杉山ｸﾘﾆｯｸ 112-0011
東京都文京区千石 2丁目13番
地13号

03-3944-5933 ○

近藤ｸﾘﾆｯｸ 112-0011
東京都文京区千石 4丁目3番
地16号

03-3944-1820 ○

光永ｸﾘﾆｯｸ 112-0011
東京都文京区千石 4丁目4番
地1号

03-3943-0270 ○

水間ｸﾘﾆｯｸ 112-0011
東京都文京区千石 4丁目8番
地1号

03-5976-7350 ○

みらいﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ茗荷谷 112-0012
東京都文京区大塚 1丁目4番
地15号 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ茗荷谷202

03-3943-0123 ○

白土`内科 112-0012
東京都文京区大塚 1丁目5番
地18号 大伴ﾋﾞﾙ2B

03-5976-2100 ○

森内科 112-0012
東京都文京区大塚 3丁目35番
地8号 ｸﾘｻﾝｽ小石川1階

03-3945-8188 ○

東京健生病院 112-0012
東京都文京区大塚 4丁目3番
地8号

03-3944-6116 ○

やすだｸﾘﾆｯｸ 112-0012
東京都文京区大塚 4丁目45番
地4号

03-3945-5055 ○

友成第二医院 112-0012
東京都文京区大塚 5丁目40番地
18号 友成ﾌｫｰｻｲﾄﾋﾞﾙ1F

03-3941-8583 ○
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大塚診療所 112-0012
東京都文京区大塚 6丁目9番
地10号

03-3947-5521 ○

上田医院 112-0013
東京都文京区音羽 1丁目20番
地15号

03-3943-0268 ○

おとわ内科･脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 112-0013
東京都文京区音羽 1丁目5番
地17号

03-6662-7755 ○

神楽坂ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 112-0014
東京都文京区関口 1丁目13番
地14号 向井ﾋﾞﾙ2階3階

03-5227-7878 ○

田中医院 112-0014
東京都文京区関口 1丁目1番
地3号 ﾌﾟﾗｻﾞ飯田橋1階

03-3266-1407 ○

江戸川橋さくらｸﾘﾆｯｸ 112-0014
東京都文京区関口 1丁目1番
地6号 新星ﾋﾞﾙ4F

03-5227-3433 ○

すずき医院 112-0015
東京都文京区目白台 1丁目23番
地7号 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ目白台101

03-3941-1590 ○

中野小児科内科 113-0001
東京都文京区白山 1丁目33番地
23号 ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ文京白山1F

03-5805-8551 ○

八千代診療所 113-0001
東京都文京区白山 1丁目5番
地8号

03-3811-4519 ○

加藤内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 113-0021
東京都文京区本駒込 6丁目1
番地21号 ｺﾛﾅ社第三ﾋﾞﾙ1F

03-5319-1470 ○

本郷診療所 113-0021
東京都文京区本駒込1-1-15-
1F

03-5815-0364 ○

文京内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 113-0021
東京都文京区本駒込2-10-3 ｳ
ｴｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ4階

03-6304-1567 ○

加藤診療所 113-0021 東京都文京区本駒込2-18-2 03-3941-7522 ○

ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ内科ｸﾘﾆｯｸ 113-0021 東京都文京区本駒込2-28-10 03-5977-3820 ○

鈴木医院 113-0021 東京都文京区本駒込2-28-35 03-3941-6615 ○

谷口医院 113-0021 東京都文京区本駒込2-8-11 03-5395-7760 ○

駒込富士ｸﾘﾆｯｸ 113-0021 東京都文京区本駒込3-34-10 03-5815-3405 ○

齋藤医院 113-0021 東京都文京区本駒込3-5-10 03-3824-1137 ○

駒込かせだｸﾘﾆｯｸ 113-0021 東京都文京区本駒込4-19-16 03-5832-5665 ○

福地医院 113-0021 東京都文京区本駒込4-30-2 03-3821-1431 ○

動坂ｸﾘﾆｯｸ 113-0021 東京都文京区本駒込4-42-4 03-3822-5605 ○

文京駒込訪問ｸﾘﾆｯｸ 113-0021
東京都文京区本駒込5-20-4 ﾒ
ｿﾞﾝﾌﾞﾛﾝｼｭ本駒込102-B

03-5834-0335 ○

松本医院 113-0021
東京都文京区本駒込5‐41‐11
青木ﾋﾞﾙ1階

03-5832-9518 ○

近藤医院 113-0021 東京都文京区本駒込5-60-6 03-3821-1804 ○

奥山整形外科 113-0021 東京都文京区本駒込6-24-5 03-3942-1611 ○
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文京ｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木1-23-3
ｶｰｻﾘｰﾅ千駄木2F

03-3823-6614 ○

日原内科ｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木2-13-1
ﾙﾈ千駄木ﾌﾟﾗｻﾞ217

03-3822-6262 ○

吉行医院 113-0022 東京都文京区千駄木2-34-10 03-3821-7994 ○

藤原ｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木3-2-7ﾘｴ
ｽ千駄木1F

03-3821-3767 ○

ｸﾏﾓﾄｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木3-37-
17-102

03-5685-0811 ○

ｴﾐﾝｸﾞ千駄木ｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木3-42-
16-2F

03-5834-2652 ○

むらい内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木3-43-3
ATK千駄木ﾋﾞﾙ1階

03-3822-8010 ○

文京動坂診療所 113-0022 東京都文京区千駄木4-15-3 03-3822-9680 ○

にわ医院 113-0022 東京都文京区千駄木4-8-12 03-3824-0482 ○

団子坂くつろぎｸﾘﾆｯｸ 113-0022
東京都文京区千駄木5-21-12
1F

03-5834-7702 ○

森谷医院 113-0022 東京都文京区千駄木5-43-11 03-3821-0128 ○

西岡ｸﾘﾆｯｸ 113-0023
東京都文京区向丘1-10-2-
103

03-3812-1421 ○

田代医院 113-0023 東京都文京区向丘2-20-3 03-3823-0871 ○

森田医院 113-0023 東京都文京区向丘2-35-2 03-3823-4919 ○

寺田医院 113-0024
東京都文京区西片 1丁目2番
地3号 101

03-3812-1821 ○

大橋内科ｸﾘﾆｯｸ 113-0024 東京都文京区西片2-15-11 03-5842-8670 ○

細部医院 113-0031 東京都文京区根津1-1-15 03-3822-6858 ○

山田胃腸科外科医院 113-0031 東京都文京区根津1-16-10 03-3821-3381 ○

猪狩医院 113-0031 東京都文京区根津1-16-8 03-3822-4735 ○

根津診療所 113-0031 東京都文京区根津1-27-3 03-3823-0096 ○

根津宮永町診療所 113-0031
東京都文京区根津2-13-6-
101

03-3824-2588 ○

ﾀﾞｲﾅﾒﾃﾞｨｶﾙ根津ｸﾘﾆｯｸ 113-0031
東京都文京区根津2-14-9ﾀﾞｲ
ﾅﾒﾃﾞｨｶﾙ根津1F

03-5815-8687 ○

谷根千ｸﾘﾆｯｸ 113-0031
東京都文京区根津2-33-14
ヴｨﾗｰｼﾞｭ藍染1F

03-3827-2731 ○

本郷ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 113-0033 東京都文京区本郷1-33-8 03-3868-7501 ○

富坂診療所 113-0033 東京都文京区本郷1-33-9 03-3814-2662 ○
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飯田医院 113-0033 東京都文京区本郷2-32-12 03-3811-4952 ○

相田医院 113-0033 東京都文京区本郷2-39-13 03-3811-4859 ○

本郷内科ｸﾘﾆｯｸ 113-0033
東京都文京区本郷4-24-7 ｸﾚ
ヴｨｱ本郷103

03-5684-1009 ○

本田医院 113-0033 東京都文京区本郷4-30-12 03-3814-5578 ○

うすだｸﾘﾆｯｸ 113-0033
東京都文京区本郷4-36-5ﾈｵ
ﾊﾟﾘｴ1F

03-5840-8250 ○

坂口医院 113-0033 東京都文京区本郷4-9-22 03-3811-1560 ○

ﾀﾂﾉ内科･循環器科 113-0033
東京都文京区本郷5-1-16
NP-Ⅱﾋﾞﾙ B1F

03-5800-0203 ○

寺本内科･歯科ｸﾘﾆｯｸ 113-0033 東京都文京区本郷5-25-13 03-5684-0818 ○

ゆき医院 113-0033 東京都文京区本郷5-26-2 03-5840-8660 ○

石川ｸﾘﾆｯｸ 113-0033
東京都文京区本郷5-29-12-
103

03-3814-3456 ○

慈愛病院 113-0033 東京都文京区本郷6-12-5 03-3812-7360 ○

ゆしまｸﾘﾆｯｸ 113-0034
東京都文京区湯島1-5-34 お
茶の水医学会館6F

03-3830-0099 ○

御茶ﾉ水聖橋ｸﾘﾆｯｸ 113-0034
東京都文京区湯島1-9-15茶
州ﾋﾞﾙ2F

03-5689-6811 ○

大塚診療所 113-0034 東京都文京区湯島3-31-6 03-3831-2294 ○

清家ｸﾘﾆｯｸ 113-0034
東京都文京区湯島3-38-13坂
東ﾋﾞﾙ2F

03-3831-2438 ○

東都文京病院 113-0034 東京都文京区湯島3-5-7 03-3831-2181 ○

奥田医院 113-0034 東京都文京区湯島3-8-2 03-3831-8371 ○

大森内科医院 113-0034 東京都文京区湯島4-9-8 03-3811-0888 ○
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