
医療法人社団菊和会 谷中ｸﾘﾆｯｸ 110-0001
東京都台東区谷中3丁目13番
10号

03-3823-1261 ○

桜木内科ｸﾘﾆｯｸ 110-0002
東京都台東区上野桜木1丁目
10番11号ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ関B1

03-3827-8401 ○

医療法人社団廣和会 藤本ｸﾘﾆｯｸ 110-0002
東京都台東区上野桜木1丁目
10番22号

03-5685-2151 ○

医療法人財団神経科 土田病院 110-0002
東京都台東区上野桜木1丁目
12番12号

03-3822-2201 ○

医療法人社団せいおう会 鶯谷健診ｾﾝ
ﾀｰ

110-0003
東京都台東区根岸2丁目19番
19号

03-3873-9161 ○

医療法人社団浩佳会 かとう医院 110-0003
東京都台東区根岸3丁目12番
14号

03-5603-7161 ○

稲沢内科医院 110-0003
東京都台東区根岸3丁目14番
12号

03-3872-0512 ○

柿本内科小児科 110-0003
東京都台東区根岸3丁目3番
18号

03-3874-5156 ○

清水医院 110-0003
東京都台東区根岸4丁目14番
20号

03-3872-3230 ○

武内ｸﾘﾆｯｸ 110-0003
東京都台東区根岸5丁目16番
8号

03-3873-1202 ○

金井ｸﾘﾆｯｸ 110-0004
東京都台東区下谷2丁目4番2
号

03-3875-2761 ○

織田消化器科ｸﾘﾆｯｸ 110-0004
東京都台東区下谷3丁目7番2
号

03-3871-0822 ○

三倉ｸﾘﾆｯｸ 110-0005
東京都台東区上野1丁目16番
16号第2三倉ﾋﾞﾙ1F

03-5807-8171 ○

上野くろもんｸﾘﾆｯｸ 110-0005
東京都台東区上野1丁目9番2
号ﾋﾞﾙﾎﾞﾋﾞﾙ1階

03-6803-0115 ○

上野医院 110-0005
東京都台東区上野2丁目11番
10号小島ﾋﾞﾙ4F

03-3832-0076 ○

医療法人社団雄翔会 あさひ上野ｸﾘﾆｯｸ 110-0005
東京都台東区上野3丁目16番
4号文行堂ﾋﾞﾙ2F

03-5818-7070 ○

塚本医院 110-0005
東京都台東区上野6丁目2番5
号

03-3831-8443 ○

尾中内科 110-0005
東京都台東区上野6丁目5番3
号尾中ﾋﾞﾙ2F

03-3833-5503 ○

内藤医院 110-0005
東京都台東区上野6丁目8番7
号

03-3836-3878 ○

吉田産婦人科医院 110-0008
東京都台東区池之端2丁目5
番44号

03-3821-3915 ○

柴原医院 110-0008
東京都台東区池之端4丁目11
番2号

03-3821-3658 ○

石川皮膚科 110-0011
東京都台東区三ﾉ輪1丁目10
番6号

03-3872-8669 ○

医療法人社団同善会 同善会ｸﾘﾆｯｸ 110-0011
東京都台東区三ﾉ輪2丁目12
番12号

03-3801-6180 ○

医療法人社団仁全会 谷口内科 110-0012
東京都台東区竜泉1丁目10番
6号

03-3872-1369 ○

渡辺医院 110-0012
東京都台東区竜泉1丁目13番
3号

03-3873-2680 ○
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安倍医院 110-0012
東京都台東区竜泉1丁目34番
1号

03-3873-3288 ○

東京保健生活協同組合 竜泉協立診療
所

110-0012
東京都台東区竜泉3丁目1番2
号

03-3873-4373 ○

あやめ診療所 110-0012
東京都台東区竜泉3丁目32番
3号

03-5824-8788 ○

医療法人社団一順会 田村胃腸科外科 110-0012
東京都台東区竜泉3丁目42番
11号

03-3874-9981 ○

飯山医院 110-0013
東京都台東区入谷1丁目7番7
号

03-3872-7873 ○

道川内科ｸﾘﾆｯｸ 110-0013
東京都台東区入谷2丁目24番
11号

03-3873-1271 ○

医療法人社団尾泉会 つちやﾌｧﾐﾘｰｸﾘ
ﾆｯｸ

110-0013
東京都台東区入谷2丁目25番
2号

03-3873-1375 ○

上野なかのｸﾘﾆｯｸ 110-0014
東京都台東区北上野1丁目9
番13号高松ﾋﾞﾙ1F

03-5828-3007 ○

城所医院 110-0014
東京都台東区北上野2丁目26
番5号

03-3844-0510 ○

ｻﾝﾗｲｽﾞｸﾘﾆｯｸ 110-0015
東京都台東区東上野1-7-2富
田ﾋﾞﾙ2階

03-3836-3321 ○

森一貫堂医院 110-0015
東京都台東区東上野2丁目10
番10号

03-3831-5830 ○

公益財団法人愛世会愛誠病院 上野ｸﾘ
ﾆｯｸ

110-0015
東京都台東区東上野2丁目18
番6号常磐ﾋﾞﾙ3F

03-3834-3518 ○

ゆうﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 110-0015
東京都台東区東上野3-30-8-
101

03-5817-8626 ○

医療法人社団  知久内科ｸﾘﾆｯｸ 110-0015
東京都台東区東上野3丁目20
番1号

03-3833-5758 ○

医療法人社団全仁会 上野病院 110-0015
東京都台東区東上野3丁目23
番4号

03-3833-8111 ○

公益財団法人ﾗｲﾌ･ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ研究所
付属永寿総合健診･予防医療ｾﾝﾀｰ

110-0015
東京都台東区東上野3丁目3
番3号ﾌﾟﾗﾁﾅﾋﾞﾙ2階

03-3833-7351 ○

上野内科ｸﾘﾆｯｸ 110-0015
東京都台東区東上野4丁目16
番6号東西ﾋﾞﾙ東上野6F

03-5828-2711 ○

医療法人社団KDE 上野浅草通りｸﾘﾆｯｸ 110-0015
東京都台東区東上野5丁目1
番3号2階

03-5830-3112 ○

医療法人社団賛天堂 津田胃腸科医院 110-0016
東京都台東区台東3丁目18番
4号

03-3831-1540 ○

岩佐医院 110-0016
東京都台東区台東4丁目1番2
号

03-3831-3807 ○

医療法人社団 市村外科整形外科 110-0016
東京都台東区台東4丁目23番
10号ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ御徒町1F

03-3831-3252 ○

医療法人社団協和医会 協和医院 110-0016
東京都台東区台東4丁目8番5
号T&T御徒町ﾋﾞﾙ4F

03-3835-0186 ○

公益財団法人 ﾗｲﾌ･ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ研究所
付属 永寿総合病院

110-8645
東京都台東区東上野2丁目23
番16号

03-3833-8381 ○

医療法人社団成守会 成守会ｸﾘﾆｯｸ 111-0036
東京都台東区松が谷3丁目18
番5号

03-3847-8866 ○

唐澤医院 130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-4-1 03-3622-6933 ○
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安達ｸﾘﾆｯｸ 130-0001
東京都墨田区吾妻橋1-7-13 ﾀﾏﾚ
ｼﾞﾃﾞﾝｽ吾妻橋ﾀﾜｰﾋﾞｭｰ1F

03-6456-1225 ○

医療法人社団慶玉会 こだま内科 130-0001
東京都墨田区吾妻橋2-3-9 ﾉ
ｴﾙﾋﾞﾙ1F

03-6423-1077 ○

湯沢整形外科医院 130-0001
東京都墨田区吾妻橋3-7-5
2F~4F

03-3829-1711 ○

医療法人社団 熊谷整形外科 130-0002 東京都墨田区業平2-14-9 03-3625-0080 ○

医療法人財団 健愛会 ｸﾘﾆｯｸ柳島 130-0002 東京都墨田区業平2-9-9 03-5619-5077 ○

鈴木整形外科 130-0002 東京都墨田区業平4-13-5 03-3625-6637 ○

医療法人社団明正会 墨田ｸﾘﾆｯｸ 130-0003 東京都墨田区横川2-16-9 03-5637-5030 ○

福井医院 130-0004 東京都墨田区本所1-24-2 03-3625-0291 ○

石川医院 130-0004 東京都墨田区本所3-20-3 03-3622-6694 ○

医療法人社団 真和会 さとう内科ｸﾘﾆｯｸ 130-0004 東京都墨田区本所4-13-3-1F 03-5819-6505 ○

宮田内科ｸﾘﾆｯｸ 130-0011
東京都墨田区石原3-19-1 早
川ﾋﾞﾙ1F

03-6666-5266 ○

医療法人社団 明正会
明正会錦糸町ｸﾘﾆｯｸ

130-0012
東京都墨田区太平3-10-12ﾘ
ヴｭｰﾙ太平2･3F

03-5637-7185 ○

きたづめｸﾘﾆｯｸ 130-0012 東京都墨田区太平3-10-6 03-5819-1221 ○

医療法人社団TH会 大室医院 130-0012 東京都墨田区太平3-2-7 03-3622-0629 ○

医療法人社団中央白報会
総合ｸﾘﾆｯｸﾄﾞｸﾀｰﾗﾝﾄﾞ錦糸町

130-0012
東京都墨田区太平4-1-2 ｵﾘﾅ
ｽﾓｰﾙ4F

03-5809-7389 ○

ふくいｸﾘﾆｯｸ 130-0013 東京都墨田区錦糸1-11-1 03-5819-7771 ○

医療法人社団 清水ｸﾘﾆｯｸ 130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 03-3623-3311 ○

垣田医院 130-0014 東京都墨田区亀沢1-23-7 03-3624-8858 ○

すぎ内科ｸﾘﾆｯｸ 130-0014 東京都墨田区亀沢1-5-9 03-5819-8820 ○

きらく内科ｸﾘﾆｯｸ 130-0014
東京都墨田区亀沢1-8-5
両国HANAWA BLDG 3F

03-5610-0385 ○

両国医院 130-0014 東京都墨田区亀沢2-11-14 03-3624-3366 ○

増田外科医院 130-0015 東京都墨田区横網1-12-24 03-3622-1004 ○

医療法人社団翠松会 みどり整形外科ｸ
ﾘﾆｯｸ

130-0021
東京都墨田区緑1-14-2 柏原
ﾏﾝｼｮﾝ101

03-5638-8181 ○

医療法人社団千秋双葉会
東京ｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ両国

130-0021
東京都墨田区緑1-14-4 両国
TYﾋﾞﾙ9･10F

03-5638-3377 ○

赤い羽根診療所 130-0021 東京都墨田区緑1-27-9-1F 03-3631-1794 ○
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医療法人社団伯志会 関谷厚生堂医院 130-0021 東京都墨田区緑2-2-3 03-3632-3022 ○

錦糸町しんえいｸﾘﾆｯｸ 130-0022
東京都墨田区江東橋1-16-2
ﾁｮｰｷﾞﾝﾋﾞﾙ7F

03-6659-2267 ○

市川ｸﾘﾆｯｸ 130-0022 東京都墨田区江東橋1-5-15 03-3631-7863 ○

道永医院 130-0022 東京都墨田区江東橋2-12-3 03-3631-0903 ○

黒沢内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 130-0022 東京都墨田区江東橋3-14-10 03-3631-9638 ○

錦糸町内科ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 130-0022
東京都墨田区江東橋4-27-14
錦糸町ﾊﾟﾙｺ7F

03-6659-9001 ○

ｻﾝｸﾘﾆｯｸﾌﾞﾚｽﾄｹｱｲﾑﾉｹｱ 130-0022
東京都墨田区江東橋5-3-13
写測ﾋﾞﾙ1F

03-5625-2067 ○

唐澤医院 130-0023 東京都墨田区立川1-12-13 03-3631-2336 ○

松本医院 130-0023 東京都墨田区立川3-16-9 03-3631-4514 ○

医療法人社団 菊川橋ｸﾘﾆｯｸ 130-0024 東京都墨田区菊川2-11-1 03-5600-2222 ○

医療法人社団真瑛会 かみじょうｸﾘﾆｯｸ 130-0026
東京都墨田区両国2-10-14 両
国ｼﾃｨｺｱ1F

03-5625-2666 ○

医療法人社団愛恵会
湘南ﾒﾃﾞｨｶﾙ記念病院

130-0026 東京都墨田区両国2-21-1 03-3634-6111 ○

医療法人社団愛恵会
両国駅前内科･透析ｸﾘﾆｯｸ

130-0026
東京都墨田区両国2-21-8 両
国駅前ﾋﾞﾙ4F

050-5865-5610 ○

岡野整形外科 130-0026 東京都墨田区両国3-20-8 03-3631-1088 ○

医療法人社団つばさ 両国東口ｸﾘﾆｯｸ 130-0026
東京都墨田区両国3-21-1 ｸﾞﾚ
ｲｽﾋﾞﾙ両国8F

03-5638-6073 ○

はらｸﾘﾆｯｸ 130-0026 東京都墨田区両国3-21-6 03-3631-4560 ○

社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛
記念病院

130-8587 東京都墨田区横網2-1-11 03-3625-6381 ○

大倉医院 131-0031 東京都墨田区墨田1-10-4 03-3611-4077 ○

高田医院 131-0031 東京都墨田区墨田2-6-17 03-3612-1960 ○

医療法人社団 桐原医院 131-0031 東京都墨田区墨田3-17-12 03-3610-2130 ○

医療法人財団 健愛会 すみだ共立診療
所

131-0031 東京都墨田区墨田3-41-15 03-3611-5545 ○

医療法人社団石誠会 すみだ石橋ｸﾘﾆｯ
ｸ

131-0031 東京都墨田区墨田4-9-20 03-5631-6686 ○

医療法人社団 木村医院 131-0031 東京都墨田区墨田5-35-6 03-3618-5501 ○

医療法人社団尽誠会 三浦内科医院 131-0032 東京都墨田区東向島1-26-10 03-3611-0556 ○

長田医院 131-0032 東京都墨田区東向島1-26-9 03-3611-7525 ○
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医療法人社団伯鳳会
東京曳舟病院

131-0032 東京都墨田区東向島2-27-1 03-5655-1120 ○

ひきふね内科ｸﾘﾆｯｸ 131-0032 東京都墨田区東向島2-39-10 03-3610-1101 ○

曳舟医院 131-0032 東京都墨田区東向島2-7-7 03-3614-0080 ○

向島医院 131-0032 東京都墨田区東向島3-15-16 03-3611-4511 ○

医療法人社団ふよう会中西整形外科内
科

131-0032 東京都墨田区東向島3-36-9 03-3618-9033 ○

医療法人社団 清賀会 今里医院 131-0032 東京都墨田区東向島5-10-12 03-3612-1234 ○

柏木ｸﾘﾆｯｸ 131-0032 東京都墨田区東向島5-3-6 03-3619-6875 ○

こくほ内科ｸﾘﾆｯｸ 131-0032 東京都墨田区東向島6-11-9 03-6657-0866 ○

東向島ｸﾘﾆｯｸ 131-0032 東京都墨田区東向島6-22-1 03-6657-1351 ○

星医院 131-0032 東京都墨田区東向島6-51-7 03-3611-5138 ○

医療法人財団積善会 積善会医院 131-0032 東京都墨田区東向島6-6-13 03-3614-3629 ○

医療法人社団 松田内科医院 131-0032 東京都墨田区東向島6-62-10 03-3611-1663 ○

鈴木醫院 131-0032 東京都墨田区東向島6-64-4 03-3611-6470 ○

医療法人社団慈徳会 隅田川診療所 131-0033 東京都墨田区向島1-24-6 03-3626-5100 ○

とうきょうｽｶｲﾂﾘｰ駅前内科 131-0033
東京都墨田区向島3-33-13
ﾘｮｰﾋﾞﾋﾞﾙ4F

03-5809-7660 ○

医療法人社団はせがわｸﾘﾆｯｸ 131-0033 東京都墨田区向島3-39-6 03-5637-1701 ○

なりひら橋ｸﾘﾆｯｸ 131-0033
東京都墨田区向島3-46-10-
2F

03-3624-5324 ○

大岩医院 131-0033 東京都墨田区向島4-22-3 03-3625-5681 ○

医療法人社団修豊会 佐々木医院 131-0033 東京都墨田区向島5-33-2 03-3622-9598 ○

医療法人社団 石翔会
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ石井ｸﾘﾆｯｸ

131-0034
東京都墨田区堤通1-19-11-
1F

03-3616-1413 ○

加藤診療所 131-0041 東京都墨田区八広1-39-7 03-3611-0008 ○

社会福祉法人恩賜財団 東京都済生会
向島病院

131-0041 東京都墨田区八広1-5-10 03-3610-3651 ○

医療法人社団仁寿会 中村病院 131-0041 東京都墨田区八広2-1-1 03-3612-7131 ○

大越医院 131-0041 東京都墨田区八広2-47-10 03-3611-4228 ○

吉岡整形外科医院 131-0041 東京都墨田区八広3-38-6 03-3618-0671 ○
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医療法人三紀会 小田医院 131-0041 東京都墨田区八広4-3-2 03-3618-1864 ○

医療法人社団正和会 平野診療所 131-0041 東京都墨田区八広4-48-5 03-3611-7967 ○

医療法人社団十全会 加藤ｸﾘﾆｯｸ 131-0041 東京都墨田区八広6-50-6 03-3617-1177 ○

医療法人社団英治会 立花診療所 131-0043
東京都墨田区立花1-23-2-
104

03-3618-3171 ○

医療法人社団緑翠会 小山医院 131-0043
東京都墨田区立花1-23-5-
116

03-3610-0580 ○

吾嬬医院 131-0043 東京都墨田区立花5-26-8 03-3612-3475 ○

医療法人社団ｿﾌｨｱ
厚生ｸﾘﾆｯｸ

131-0043 東京都墨田区立花5-3-8 03-3611-0028 ○

医療法人立圭会 平野医院 131-0043 東京都墨田区立花6-1-14-1F 03-3611-2947 ○

卜部医院 131-0044 東京都墨田区文花1-17-16 03-3610-0388 ○

医療法人社団常壽会 髙石内科胃腸科 131-0044 東京都墨田区文花1-21-1 03-3619-3221 ○

髙石整形外科医院 131-0044 東京都墨田区文花1-21-9 03-3619-5839 ○

押上駅前松浦内科ｸﾘﾆｯｸ 131-0045 東京都墨田区押上1-11-5 03-5637-9388 ○

健生堂医院 131-0045 東京都墨田区押上1-25-10 03-3622-2297 ○

医療法人社団日下会 日下医院 131-0045 東京都墨田区押上2-10-6 03-3622-8012 ○

芳賀ｸﾘﾆｯｸ 131-0045
東京都墨田区押上2-12-7  ｾﾄ
ﾙ中ﾉ郷2F

03-3622-9919 ○

横山内科神経内科医院 131-0045 東京都墨田区押上3-24-3 03-3612-2458 ○

押上ｸﾘﾆｯｸ 131-0045 東京都墨田区押上3-2-5 03-3619-6396 ○

大河原医院 131-0046 東京都墨田区京島1-19-5 03-3611-1916 ○

さくらｸﾘﾆｯｸ 131-0046
東京都墨田区京島1-25-4 曳
舟ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ105B

03-3616-0331 ○

ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸひきふね 131-0046
東京都墨田区京島1-36-1-1
階

03-3617-3333 ○

医療法人社団 天辰会 むさし整形外科 131-0046
東京都墨田区京島1-38-1-
108

03-5631-7634 ○

中川医院 131-0046 東京都墨田区京島3-43-10 03-3611-0014 ○

中央診療所 131-0046 東京都墨田区京島3-4-4 03-3617-8131 ○

医療法人社団 墨田中央病院 131-0046 東京都墨田区京島3-67-1 03-3617-1414 ○

一般財団法人日本予防医学協会附属
診療所ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ毛利

135-0001
東京都江東区毛利1-19-10-
5F

03-3635-5711 ○ ○ ○
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あそか病院 135-0002 東京都江東区住吉1-18-1 03-3632-0491 ○

本田医院 135-0002 東京都江東区住吉2-11-1 03-3631-9457 ○

よしだ内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0002 東京都江東区住吉2-5-17-1F 03-3846-1755 ○ ○ ○

住吉内科･消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0003 東京都江東区猿江2-16-5-3F 03-5638-1241 ○

福井ｸﾘﾆｯｸ 135-0003 東京都江東区猿江2-6-11 03-3631-0855 ○

森下駅前ｸﾘﾆｯｸ 135-0004 東京都江東区森下1-16-7-1F 03-6666-9335 ○

篠宮ｸﾘﾆｯｸ 135-0004 東京都江東区森下1-5-10-2F 03-3631-6393 ○

あおばｸﾘﾆｯｸ 135-0004
東京都江東区森下2-20-12-
202

03-5669-8783 ○

中沢内科 135-0004 東京都江東区森下4-11-5-2F 03-5600-3277 ○

野木村医院 135-0004 東京都江東区森下4-9-12 03-3634-6626 ○

望月内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0005 東京都江東区高橋13-2-1F 03-5669-1531 ○

ｷﾖｽ医院 135-0006 東京都江東区常盤2-11-11 03-3631-3585 ○

竹内小児科医院 135-0011 東京都江東区扇橋2-1-3-2F 03-5606-0303 ○

小林内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0011 東京都江東区扇橋2-17-5 03-3699-5884 ○

城東ｸﾘﾆｯｸ 135-0011 東京都江東区扇橋3-5-7-1F 03-3699-1137 ○ ○ ○

正井診療所 135-0012 東京都江東区海辺12-11 03-3644-0943 ○

青木医院 135-0015 東京都江東区千石2-8-10-1F 03-3644-5456 ○

ｸﾘﾆｯｸ東陽町 135-0016 東京都江東区東陽2-4-26-2F 03-3615-5547 ○

服部医院 135-0016 東京都江東区東陽3-1-7 03-3644-4756 ○

大陽ﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 135-0016 東京都江東区東陽3-23-6-1F 03-5635-5715 ○

東陽町駅前ｸﾘﾆｯｸ 135-0016
東京都江東区東陽3-27-17-
3F

03-5665-2381 ○

杉本整形外科ｸﾘﾆｯｸ 135-0016
東京都江東区東陽3-27-32-
6F

03-3615-0920 ○

森崎医院 135-0016 東京都江東区東陽4-10-2-1F 03-3645-1493 ○

さくらﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 135-0016 東京都江東区東陽4-5-15-3F 03-5665-2556 ○

東京ｲｰｽﾄ21ｸﾘﾆｯｸ 135-0016 東京都江東区東陽6-3-2-2F 03-5632-3821 ○
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清澄白河ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 135-0021 東京都江東区白河3-4-3-2F 03-5646-5060 ○

深川ｸﾘﾆｯｸ 135-0022 東京都江東区三好2-15-10 03-3630-0003 ○

扇橋診療所 135-0022 東京都江東区三好4-7-10-1F 03-3630-1631 ○

ｳｪﾙﾈｽ木場公園ｸﾘﾆｯｸ 135-0023 東京都江東区平野3-2-13 03-5245-7136 ○

ふるたに医院 135-0024
東京都江東区清澄3-.4-11-
2F

03-3820-8207 ○

清澄白河よこい眼科 135-0024 東京都江東区清澄3-4-11-3F 03-6458-8064 ○

ひろた医院 135-0033 東京都江東区深川1-5-3-2F 03-3641-6615 ○

深川安江ｸﾘﾆｯｸ 135-0033 東京都江東区深川2-14-11 03-3642-2505 ○

魚住整形外科 135-0034 東京都江東区永代2-34-10 03-3643-0015 ○

永代ｸﾘﾆｯｸ 135-0034 東京都江東区永代2-37-22 03-3641-3055 ○

深川ｷﾞｬｻﾞﾘｱｸﾘﾆｯｸ 135-0042
東京都江東区木場1-5-25-
S3F

03-5653-3500 ○

鈴木ｸﾘﾆｯｸ 135-0042 東京都江東区木場2-19-2-3F 03-3820-5005 ○

東峯婦人ｸﾘﾆｯｸ 135-0042 東京都江東区木場5-3-10 03-3630-0303 ○ ○

藤川ｸﾘﾆｯｸ 135-0042 東京都江東区木場5-3-7-6F 03-3820-9770 ○

木場病院 135-0042 東京都江東区木場5-8-7 03-3642-0032 ○

鈴木病院 135-0043 東京都江東区塩浜2-7-3 03-5617-5617 ○

大井医院 135-0045
東京都江東区古石場1-13-
19-1F

03-3820-0137 ○

吉田まゆみ内科 135-0045
東京都江東区古石場2-14-1-
2F

03-5646-8080 ○

清水眼科医院 135-0047 東京都江東区富岡1-11-3 03-3643-5330 ○

船山内科 135-0047
東京都江東区富岡1-13-14-
1F

03-3630-1056 ○

金櫻堂医院 135-0047 東京都江東区富岡1-22-28 03-3641-5434 ○

とみおか医院 135-0047
東京都江東区富岡1-26-20-
2F

03-3642-7757 ○

M'sｸﾘﾆｯｸもんなか 135-0047 東京都江東区富岡2-2-6-202 03-6240-3161 ○ ○ ○

東西線ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 135-0048
東京都江東区門前仲町1-4-
8-9F

03-3643-0077 ○ ○ ○

門前仲町内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0048
東京都江東区門前仲町1-6-
11-3F

03-5875-8884 ○

8/20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

辰巳中央診療所 135-0053 東京都江東区辰巳1-9-49-1F 03-3521-0163 ○

豊洲寺沢ｸﾘﾆｯｸ 135-0061 東京都江東区豊洲2-5-3-1F 03-6273-2030 ○

大手町さくらｸﾘﾆｯｸin豊洲 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-20-2F 03-6219-5688 ○ ○ ○

とよす内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0061 東京都江東区豊洲4-2-2-2F 03-5144-5155 ○

澤井ｸﾘﾆｯｸ 135-0061 東京都江東区豊洲5-2-10-3F 03-5548-2629 ○

昭和大学豊洲ｸﾘﾆｯｸ 135-0061 東京都江東区豊洲5-5-1-3F 03-3531-9920 ○ ○ ○

豊洲ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ内科外科 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-29-1F 03-5560-3331 ○

かしわぎｸﾘﾆｯｸ 135-0062
東京都江東区東雲1-9-21-6-
1F

03-3532-6600 ○

たかすな内科･胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 135-0062 東京都江東区東雲1-9-22 03-3536-3003 ○

東京有明医療大学附属ｸﾘﾆｯｸ 135-0063 東京都江東区有明2-9-1 03-6703-7003 ○

清湘会記念病院 136-0071 東京都江東区亀戸2-17-24 03-3636-2301 ○ ○

亀戸内科ｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸2-26-8-1F 03-5626-5600 ○

友仁病院 136-0071 東京都江東区亀戸2-41-1 03-3683-5661 ○

亀戸畠山ｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸2-42-5-4F 03-6885-3341 ○ ○

吉村内科 136-0071 東京都江東区亀戸2-42-7 03-3682-0209 ○

ｱｸｱﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸3-14-4 03-3637-1851 ○

わらび内科･ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸3-2-13 03-3681-2535 ○

天神通りｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸3-46-2-1F 03-5628-1311 ○ ○ ○

河野外科 136-0071 東京都江東区亀戸4-17-8 03-3681-1501 ○ ○

亀戸駅前ｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸5-1-6-1F 03-3636-1312 ○

しおかぜｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸6-2-3-4F 03-3636-7606 ○

亀戸南口ｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸6-26-5-2F 03-5836-2155 ○

亀戸水神森ｸﾘﾆｯｸ 136-0071
東京都江東区亀戸6-57-20-
2F

03-5628-6767 ○

ひらの亀戸ひまわり診療所 136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1-2F 03-5609-1823 ○

豊島医院 136-0071 東京都江東区亀戸8-8-8 03-3681-8010 ○
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東京城東病院 136-0071 東京都江東区亀戸9-13-1 03-3637-0945 ○ ○ ○

わかたけｸﾘﾆｯｸ 136-0071 東京都江東区亀戸9-34-1-1F 03-5836-7127 ○

みね内科･消化器科 136-0072
東京都江東区大島1-1-5-2F-
D

03-5628-2388 ○

坂井医院 136-0072 東京都江東区大島1-29-6 03-3681-9747 ○

小野内科診療所 136-0072
東京都江東区大島1-33-15-
1F

03-3636-5505 ○ ○ ○

江東診療所 136-0072 東京都江東区大島1-36-5-2F 03-3681-9509 ○ ○

五の橋ﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 136-0072
東京都江東区大島2-33-10-
1F

03-5836-0088 ○

西大島ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島2-37-9 03-5609-0319 ○

林内科ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島3-14-14 03-3681-5565 ○

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

136-0072 東京都江東区大島3-4-3-2F 03-3683-3137 ○

小林ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島4-1-6-1F 03-3684-0481 ○ ○

藤川内科･呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 136-0072
東京都江東区大島4-6-21-
101

03-5627-7700 ○

大島医院 136-0072 東京都江東区大島4-8-14 03-5609-6911 ○

大島駅前ｸﾘﾆｯｸ 136-0072
東京都江東区大島5-10-10-
1F

03-5626-3777 ○

おおじま眼科 136-0072 東京都江東区大島5-32-1-1F 03-6807-0638 ○

稲見内科医院 136-0072 東京都江東区大島5-3-7 03-3637-1800 ○

小林整形外科医院 136-0072 東京都江東区大島5-46-4-2F 03-3636-6520 ○

永岡ｸﾘﾆｯｸ 136-0072
東京都江東区大島5-51-10-
101

03-6802-9575 ○

まつもとﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島5-7-5-4F 03-3636-3637 ○ ○ ○

江東病院 136-0072 東京都江東区大島6-8-5 03-3685-2166 ○ ○

宮方ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島6-9-11 03-3685-4100 ○

ﾋﾞｰﾊｯﾋﾟｰｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島7-1-18-1F 03-3685-8112 ○

あかねｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島7-38-15 03-5875-3208 ○ ○

佐竹ｸﾘﾆｯｸ 136-0072
東京都江東区大島7-38-30-
2F

03-5875-2376 ○

中の橋ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島7-7-1 03-3681-2992 ○

10/20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

ｺｱｼﾃｨ東大島ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島9-5-1-1F 03-5628-2180 ○

さがみ外科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 136-0072 東京都江東区大島9-5-1-1F 03-5628-1161 ○

岩井橋ｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂1-5-20-1F 03-3646-0550 ○

寿康会病院 136-0073 東京都江東区北砂2-1-22 03-3645-9151 ○

荒木医院 136-0073 東京都江東区北砂2-14-17 03-3644-6312 ○ ○

北砂ｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂2-14-20 03-3640-5341 ○

協和ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂2-15-40 03-3648-4131 ○ ○ ○

砂町眼科 136-0073 東京都江東区北砂3-3-1-2F 03-5683-3273 ○

南塚内科医院 136-0073 東京都江東区北砂4-24-11 03-3644-0068 ○

柳沢ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂5-14-3 03-6458-7818 ○ ○ ○

北原診療所 136-0073 東京都江東区北砂5-16-1 03-5632-1991 ○

たち内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂5-20-8 03-6666-5133 ○

おおぞら太陽ｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂6-1-4 03-5857-0101 ○

ｻﾜｲﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 136-0073 東京都江東区北砂6-27-17 03-3615-0606 ○

正木医院 136-0073 東京都江東区北砂7-1-25 03-3644-5794 ○

神原医院 136-0073 東京都江東区北砂7-3-17 03-3645-7351 ○

赤羽根医院 136-0074 東京都江東区東砂2-1-15 03-3648-3622 ○ ○

惠仁ｸﾘﾆｯｸ 136-0074 東京都江東区東砂2-5-7-2F 03-5606-3030 ○

愛和病院 136-0074 東京都江東区東砂4-20-2 03-5634-5400 ○ ○ ○

みやたけｸﾘﾆｯｸ 136-0074 東京都江東区東砂4-23-6 03-5677-3232 ○

鎌上医院 136-0074 東京都江東区東砂4-9-2 03-3644-1023 ○

砂町診療所 136-0074 東京都江東区東砂5-12-20 03-3646-1329 ○

わたなべ内科胃腸科 136-0074
東京都江東区東砂7-19-13-
1F

03-5617-1150 ○

葛西橋診療所 136-0074 東京都江東区東砂5-3-4 03-3644-1688 ○ ○

南砂町駅前おおさわｸﾘﾆｯｸ 136-0075 東京都江東区新砂3-3-53 03-6458-7498 ○
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南砂町おだやかｸﾘﾆｯｸ 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31-4F 03-5633-8751 ○

藤﨑病院 136-0076 東京都江東区南砂1-25-11 03-3648-2111 ○

鈴木医院 136-0076 東京都江東区南砂1-9-9 03-3644-0749 ○

六地蔵ｸﾘﾆｯｸ 136-0076 東京都江東区南砂2-28-7 03-5690-7651 ○

南砂ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 136-0076 東京都江東区南砂2-3-19 03-3647-0770 ○

おくむら医院 136-0076 東京都江東区南砂2-6-3-2F 03-5653-2228 ○

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

山之内医院 136-0076 東京都江東区南砂6-1-9 03-3640-9754 ○

城東南砂医院 136-0076 東京都江東区南砂7-1-25-2F 03-5690-7040 ○

寿康会診療所健診ｾﾝﾀｰｸﾘﾆｯｸ 136-0076 東京都江東区南砂7-13-5 03-3615-3020 ○

中澤医院 136-0076 東京都江東区南砂7-4-4 03-3644-7670 ○

北品川 藤ｸﾘﾆｯｸ 140-0001
東京都品川区北品川1-23-18
海文堂ﾋﾞﾙ1F

03-6433-9957 ○

北品川ｸﾘﾆｯｸ 140-0001 東京都品川区北品川1-28-15 03-3474-1351 ○

上野医院 140-0001 東京都品川区北品川2-18-2 03-3471-3075 ○

千葉医院 140-0001 東京都品川区北品川2-20-6 03-3471-3493 ○

みやざきRCｸﾘﾆｯｸ 140-0001
東京都品川区北品川2-23-2
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ品川3階

03-5460-1159 ○

嶋本皮膚科内科医院 140-0001 東京都品川区北品川2-8-6 03-3472-6233 ○

のぞみｸﾘﾆｯｸ 140-0001 東京都品川区北品川2-9-12 03-5769-0355 ○

品川区医師会健診ｾﾝﾀｰ 140-0001 東京都品川区北品川3-7-25 03-3474-5609 ○

大崎消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0001
東京都品川区北品川5-4-1 大
崎ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ2F

03-5791-3388 ○

伊藤内科 140-0001
東京都品川区北品川5-8-15-
2F

03-3440-5616 ○

らんﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 140-0001 東京都品川区北品川6-5-27 03-5792-5617 ○

天王洲内科医院 140-0002
東京都品川区東品川2-2-8ｽ
ﾌｨｱﾀﾜｰ天王洲CS棟2F233号

03-6712-0086 ○

東京ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱｸﾘﾆｯｸ 140-0002
東京都品川区東品川2-3-10
ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ2F217

03-6712-8018 ○

東品川ｸﾘﾆｯｸ 140-0002 東京都品川区東品川3-18-3 03-3472-6684 ○
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品川ｼｰｻｲﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 140-0002
東京都品川区東品川4-12-6 品川ｼｰ
ｻｲﾄﾞﾌｫﾚｽﾄ日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾀﾜｰ 1F

03-3458-2121 ○

さかうえ内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0002
東京都品川区東品川4-12-8
品川ｼｰｻｲﾄﾞｲｰｽﾄﾀﾜｰB1

03-5715-5977 ○

東京ｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ品川 140-0003
東京都品川区八潮5-10-27 ﾊﾟ
ﾄﾘｱ品川別館2階

03-3790-2551 ○

八潮ｸﾘﾆｯｸ 140-0003
東京都品川区八潮5-12-68-
101

03-3799-0521 ○

永津ｸﾘﾆｯｸ 140-0003
東京都品川区八潮5-8-47-
103

03-3790-3511 ○

川村内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0003
東京都品川区八潮5-8-47-
105

03-3799-1577 ○

品川診療所 140-0004 東京都品川区南品川1-7-15 03-3472-0369 ○

さとうｸﾘﾆｯｸ 140-0004
東京都品川区南品川2-17-25
菱倉ﾋﾞﾙ2F

03-3450-0010 ○

柴田内科･消化器科ｸﾘﾆｯｸ 140-0004 東京都品川区南品川3-5-8 03-5783-3050 ○

篠原ｸﾘﾆｯｸ 140-0004 東京都品川区南品川3-6-36 03-5479-7075 ○

梅沢医院 140-0004 東京都品川区南品川5-3-22 03-3474-5367 ○

みんなのｸﾘﾆｯｸ大井町 140-0004 東京都品川区南品川6-15-5 03-6433-0280 ○

おりしきみつるｸﾘﾆｯｸ 140-0011 東京都品川区東大井2-19-11 03-5762-2789 ○

酒寄医院 140-0011 東京都品川区東大井2-26-3 03-3761-3250 ○

小澤医院 140-0011 東京都品川区東大井3-1-18 03-3298-0088 ○

林医院 140-0011 東京都品川区東大井3-21-12 03-3761-7780 ○

こうの内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0011 東京都品川区東大井5-11-2 03-6712-8750 ○

大井町ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 140-0011
東京都品川区東大井5-14-15
大井町MCﾋﾞﾙ2-5F

03-5715-3450 ○

大井ｸﾘﾆｯｸ 140-0011 東京都品川区東大井5-1-7 03-6433-1463 ○

長谷川皮膚科内科医院 140-0011
東京都品川区東大井5-2-3 お
おい元気館3F

03-3472-2070 ○

星野医院 140-0011 東京都品川区東大井6-16-8 03-3761-3575 ○

京浜中央ｸﾘﾆｯｸ 140-0013 東京都品川区南大井1-1-17 03-3763-6706 ○

大森海岸やまもと眼科 内科 140-0013
東京都品川区南大井3-33-10
NORIﾋﾞﾙ3階

03-3765-4113 ○

石井診療所 140-0013 東京都品川区南大井4-5-6 03-3761-5477 ○

佐川医院 140-0013 東京都品川区南大井4-8-12 03-3761-8580 ○
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武越内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0013
東京都品川区南大井6-20-8ﾏ
ﾙｲﾄ大森第2ﾋﾞﾙ2F

03-5471-0390 ○

高根ｸﾘﾆｯｸ 140-0013
東京都品川区南大井6-25-14
OSKﾋﾞﾙ 3F

03-3765-7767 ○

牧田総合病院健診ｸﾘﾆｯｸ(ﾌﾟﾗｻﾞ)Omori 140-0013
東京都品川区南大井6-28-12
ﾋｭｰﾘｯｸ大森ﾋﾞﾙ8F

03-5748-5045 ○

大井町とうまｸﾘﾆｯｸ 140-0014
東京都品川区大井1-16-2ﾌﾞﾘﾘ
ｱ大井町ﾗｳﾞｨｱﾝﾀﾜｰ2F

03-5718-4080 ○

大井町整形外科･外科ｸﾘﾆｯｸ 140-0014
東京都品川区大井1-23-1 ｶｸ
ﾀﾋﾞﾙ5･6F

03-6303-8311 ○

おおいまち消化器外科ｸﾘﾆｯｸ 140-0014
東京都品川区大井1-31-12ﾕｳ
ﾋﾞﾙ2F

03-3777-9206 ○

平田内科泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 140-0014 東京都品川区大井1-35-11 03-5718-0120 ○

大井町駅前ｸﾘﾆｯｸ 140-0014
東京都品川区大井1-49-15ｱｸ
ｾｽ大井町ﾋﾞﾙ7F

03-3776-9611 ○

大井町なかじま眼科･内科 140-0014
東京都品川区大井2-1-1 大井
2丁目ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1階

03-3785-1255 ○

白井ｸﾘﾆｯｸ 140-0014 東京都品川区大井2-4-1 03-3771-7265 ○

柿島医院 140-0014
東京都品川区大井3-21-10 ﾊﾟ
ﾚｽﾊｰｾﾞﾙ1F

03-3775-5171 ○

はせがわ内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0014 東京都品川区大井3-25-13 03-3775-1311 ○

大村病院 140-0014 東京都品川区大井3-27-11 03-3773-0102 ○

林耳鼻咽喉科医院 140-0014 東京都品川区大井3-6-12 03-3778-3341 ○

はやしｸﾘﾆｯｸ 140-0014 東京都品川区大井4-5-7 03-3778-5941 ○

安澤医院 140-0014 東京都品川区大井5-14-4 03-3772-5757 ○

東田医院 140-0014 東京都品川区大井5-15-16 03-3772-6521 ○

大西ｸﾘﾆｯｸ 140-0014 東京都品川区大井5-5-30 03-3775-1241 ○

浅野医院 140-0014 東京都品川区大井6-21-5 03-3771-2692 ○

藤川医院 140-0014 東京都品川区大井7-29-2 03-3771-1764 ○

安藤脳神経外科･内科ｸﾘﾆｯｸ 140-0015
東京都品川区西大井1-1-1 Jﾀ
ﾜｰ西大井 204

03-5742-1990 ○

西大井内科 140-0015
東京都品川区西大井1-4-25 ｺ
ｱｽﾀ-ﾚ西大井第一ﾋﾞﾙ2階

03-3775-2401 ○

いしい医院 140-0015 東京都品川区西大井3-6-17 03-3771-3933 ○

ふじいｸﾘﾆｯｸ 140-0015
東京都品川区西大井4-15-4-
1F

03-5718-1417 ○

金城医院 140-0015 東京都品川区西大井4-2-5 03-3772-1660 ○
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萩沢医院 140-0015 東京都品川区西大井5-9-20 03-3774-4946 ○

めぐみｸﾘﾆｯｸ目黒 141-0021
東京都品川区上大崎2-12-2 ﾐ
ｽﾞﾎﾋﾞﾙ2F

03-5422-9877 ○

目黒みらい内科ｸﾘﾆｯｸ 141-0021
東京都品川区上大崎2-13-26
ﾒｲﾌﾟﾙﾄｯﾌﾟﾋﾞﾙ 3F

03-6721-6672 ○

舘内記念診療所 141-0021 東京都品川区上大崎2-13-33 03-3446-8686 ○

目黒東ﾛﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 141-0021
東京都品川区上大崎2-14-9
目黒東誠ﾋﾞﾙ8F

03-5798-7677 ○

目黒西口ｸﾘﾆｯｸ 141-0021
東京都品川区上大崎2-17-2
JR目黒ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ 6F

03-3492-2660 ○

遠藤医院 141-0021
東京都品川区上大崎2-24-
13-305

03-3492-6422 ○

上大崎ｸﾘﾆｯｸ 141-0021 東京都品川区上大崎3-10-7 03-3440-6311 ○

武藤ｸﾘﾆｯｸ 141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1 目
黒ｾﾝﾄﾗﾙｽｸｴｱ2F

03-5449-4070 ○

村木医院 141-0022
東京都品川区東五反田1-10-
3

03-3447-6292 ○

ﾊﾋﾟｺﾜｸﾘﾆｯｸ五反田 141-0022
東京都品川区東五反田1-22-
6 五反田さくらﾋﾞﾙ5F

03-3444-8158 ○

阿部病院 141-0022 東京都品川区東五反田1-6-8 03-3447-4777 ○

ｻｻﾞﾝｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 141-0022
東京都品川区東五反田2-10-
1-202

03-5791-3636 ○

上竹医院 141-0022
東京都品川区東五反田2-19-
1

03-3447-0703 ○

ｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ 141-0022
東京都品川区東五反田2-2-
16 ﾌｸﾔﾋﾞﾙ 3F

03-3440-2778 ○

東五反田ｸﾘﾆｯｸ 141-0022
東京都品川区東五反田4-11-
12 ﾊﾟﾗﾄﾞｰﾙ池田山 102

03-3280-6762 ○

五反田みんなのｸﾘﾆｯｸ 141-0022
東京都品川区東五反田4-11-
6 ｸﾚｽﾄ五反田ﾋﾞﾙ2階B号

03-6432-5785 ○

清水内科眼科医院 141-0022
東京都品川区東五反田5-27-
6-3F

03-3443-0772 ○

田口ｸﾘﾆｯｸ 141-0031
東京都品川区西五反田1-25-
5

03-6417-4155 ○

吉田整形外科医院 141-0031
東京都品川区西五反田1-32-
11 ｵｰｸﾗﾋﾞﾙ 6F

03-3491-5763 ○

田谷ｸﾘﾆｯｸ 141-0031
東京都品川区西五反田2-12-
9-101

03-3491-2348 ○

五反田内科糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 141-0031
東京都品川区西五反田2-19-
2 荒久ﾋﾞﾙ1F

03-6420-0440 ○

おおさわ胃腸肛門ｸﾘﾆｯｸ 141-0031
東京都品川区西五反田3-10-
12 TFX五反田ﾋﾞﾙ3F

03-5487-1030 ○

渡辺眼科 141-0031
東京都品川区西五反田3-10-
12 TFX五反田ﾋﾞﾙ3F

03-3493-8181 ○

やまざきｸﾘﾆｯｸ 141-0031
東京都品川区西五反田3-6-6
ｹｱﾎｰﾑ西五反田 1F

03-5435-1071 ○
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わたなﾍﾞｸﾘﾆｯｸ 141-0031
東京都品川区西五反田4-3-1
かむろ坂ｻﾝﾊｲﾂ1階 A

03-5759-6789 ○

三浦医院 141-0031
東京都品川区西五反田5-10-
6-104

03-3492-5225 ○

友安医院 141-0031
東京都品川区西五反田5-9-
16

03-3491-5381 ○

しむら医院 141-0031
東京都品川区西五反田5-9-6
矢崎ﾋﾞﾙ2F

03-5437-2240 ○

大崎広小路内科 141-0031
東京都品川区西五反田8-4-
15 ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ広小路 4F

03-6420-0228 ○

ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 141-0032
東京都品川区大崎1-11-1 ｹﾞｰ
ﾄｼﾃｨ大崎ｳｪｽﾄﾀﾜｰ 4F

03-5437-5874 ○

三穂ｸﾘﾆｯｸ 141-0032
東京都品川区大崎1-6-4 新大
崎勧業ﾋﾞﾙ 2F

03-5436-8600 ○

三水会ｸﾘﾆｯｸ 141-0032 東京都品川区大崎2-5-15 03-3491-1633 ○

大崎医院 141-0032 東京都品川区大崎2-6-9 03-3493-1010 ○

江ｸﾘﾆｯｸ 歯科 産婦人科 内科 141-0032
東京都品川区大崎5-7-14-
101

03-3491-3073 ○

たかせｸﾘﾆｯｸ 141-0033
東京都品川区西品川1-10-1
高浜ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ105

03-3492-8559 ○

三ﾂ木診療所 141-0033 東京都品川区西品川2-13-20 03-3779-0031 ○

佐々木医院 141-0033 東京都品川区西品川2-9-22 03-3781-8008 ○

Think Parkﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 141-6003
東京都品川区大崎2-1-1
Think Park Tower  3F

03-5745-0737 ○

大崎女性のためのｸﾘﾆｯｸ 141-6003
東京都品川区大崎2-1-1
Think Park Tower  3F

03-5745-3077 ○

Think Park消化器ｸﾘﾆｯｸ 141-6003
東京都品川区大崎2-1-1
Think Park Tower 3F

03-5745-3088 ○

戸越脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 142-0041
東京都品川区戸越1-7-1 東急
戸越ﾋﾞﾙ1F

03-5751-7333 ○

秋津医院 142-0041
東京都品川区戸越3-1-2ｲﾏｰ
ﾙﾋﾞﾙ2F

03-5749-2062 ○

戸越皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 142-0041
東京都品川区戸越3-1-2ｲﾏｰ
ﾙﾋﾞﾙ3F

03-3788-0005 ○

松永医院 142-0041 東京都品川区戸越3-7-6 03-3781-6863 ○

丸山医院 142-0041 東京都品川区戸越4-6-19 03-3781-8220 ○

もちづき内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0041
東京都品川区戸越4-9-12ｱﾋﾞ
ﾀｼｵﾝ戸越1階

03-6426-2711 ○

とごし公園内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0041 東京都品川区戸越5-11-8 03-3784-2112 ○

麦谷医院 142-0041
東京都品川区戸越5-7-20LAP
ﾋﾞﾙ1階

03-3785-3175 ○

吉原医院 142-0041 東京都品川区戸越5-8-5 03-3781-4030 ○
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さえきｸﾘﾆｯｸ 142-0041 東京都品川区戸越6-4-3 03-5749-5821 ○

依田医院 142-0041
東京都品川区戸越6-7-26-
201

03-3781-2865 ○

和田整形外科 142-0041 東京都品川区戸越6-8-20 03-5498-2555 ○

戸越泌尿器科内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0042
東京都品川区豊町1-3-17 山
崎ﾋﾞﾙ1階

03-5788-6120 ○

青柳医院 142-0042
東京都品川区豊町1-4-15 第
一青柳ﾋﾞﾙ1階･2階

03-3788-0801 ○

水野整形外科 142-0042
東京都品川区豊町1-4-17ｸﾞﾘﾝ
ﾃﾞﾙ戸越1F

03-5913-9545 ○

ゆたか診療所 142-0042 東京都品川区豊町4-18-21 03-3781-4723 ○

戸越ﾊﾟｰｸｸﾘﾆｯｸ 142-0042
東京都品川区豊町6-10-4 西
豊ﾋﾞﾙ1階

03-3784-1054 ○

伊藤ｸﾘﾆｯｸ 142-0042 東京都品川区豊町6-11-8 03-3783-1020 ○

木内医院 142-0042 東京都品川区豊町6-7-1 03-3781-4771 ○

こうざき医院 142-0043 東京都品川区二葉1-21-16 03-3783-1781 ○

二葉医院 142-0043 東京都品川区二葉1-7-9 03-3782-2748 ○

すずき内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0043 東京都品川区二葉1-8-7 03-3786-4410 ○

千葉内科歯科ｸﾘﾆｯｸ 142-0043 東京都品川区二葉2-2-2 03-3781-2053 ○

横山外科内科 142-0043 東京都品川区二葉2-3-1 03-3786-0061 ○

源明ｸﾘﾆｯｸ 142-0043 東京都品川区二葉3-1-16 03-5498-0611 ○

なるき内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0043
東京都品川区二葉3-26-6ヴｨ
ﾗ西大井101

03-5702-2255 ○

二葉ｸﾘﾆｯｸ 142-0043 東京都品川区二葉4-18-2 03-3787-2881 ○

原医院 142-0051
東京都品川区平塚1-17-6ｸﾞ
ﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ戸越201

03-3784-1123 ○

戸越銀座駅近内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0051
東京都品川区平塚1-7-16ｶｽﾀ
ﾘｱ戸越駅前1F

03-5749-1054 ○

和田外科医院 142-0051 東京都品川区平塚1-8-18 03-3781-4936 ○

たごﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 142-0051
東京都品川区平塚2-15-15
3F

03-3785-5250 ○

まつばらｸﾘﾆｯｸ 142-0051 東京都品川区平塚3-3-13 03-5751-8501 ○

あじさい診療所 142-0052
東京都品川区東中延1-1-7ｶｰ
ｻ東中延1階

03-5750-6070 ○

なかのぶｸﾘﾆｯｸ 142-0052
東京都品川区東中延2-10-11
智勇第2ﾋﾞﾙ3F

03-5749-3215 ○
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前田医院 142-0052 東京都品川区東中延2-6-3 03-3781-6761 ○

仲田ｸﾘﾆｯｸ 142-0052 東京都品川区東中延2-9-7 03-5749-5117 ○

内野医院 142-0053 東京都品川区中延1-8-7 03-3784-1456 ○

荏原中延ｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延2-15-5 03-3784-7013 ○

武藤医院 142-0053 東京都品川区中延2-2-9 03-3781-6829 ○

中延医院 142-0053 東京都品川区中延2-8-12 03-3787-6006 ○

えばらｻﾝｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延2-9-22 03-3786-0012 ○

相原内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延3-7-8 03-5749-4110 ○

松本ｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延4-5-10 03-3784-9100 ○

こみね循環器科･内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0053
東京都品川区中延5-13-16ｼｬ
ﾝ･ヴｨﾚｯｼﾞ1F

03-5750-6355 ○

もり脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 142-0053
東京都品川区中延5-2-2ｻﾞ･
ﾊﾟｰｸﾊｳｽ品川荏原町201

03-3788-1777 ○

羽尾皮ﾌ科ｸﾘﾆｯｸ 142-0053
東京都品川区中延5-2-2ｻﾞ･
ﾊﾟｰｸﾊｳｽ品川荏原町204

03-6426-1803 ○

高山ｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延5-4-11 03-5750-0078 ○

松永ｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延5-7-10 03-5749-2127 ○

えばらまち駅近ｸﾘﾆｯｸ 142-0053
東京都品川区中延5-7-3
Green Spec荏原町1階

03-6426-2363 ○

かしわせｸﾘﾆｯｸ 142-0053 東京都品川区中延5-7-5 03-5751-8556 ○

中村医院 142-0053 東京都品川区中延6-4-17 03-3784-0128 ○

小川医院 142-0053 東京都品川区中延6-9-18 03-3781-7606 ○

徳丸ｸﾘﾆｯｸ   142-0053 東京都品川区中延3-8-10 03-5749-7090 ○

森山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 142-0054 東京都品川区西中延1-11-17 03-6426-7318 ○

大高小児科醫院 142-0054 東京都品川区西中延1-2-23 03-6426-6070 ○

ﾂﾏｷ医院 142-0054 東京都品川区西中延1-9-13 03-3781-1570 ○

昭和通り内科診療所 142-0054
東京都品川区西中延2-17-3
渡部ﾋﾞﾙ1F

03-3784-5821 ○

森山医院 142-0054 東京都品川区西中延2-8-8 03-3781-4758 ○

ひだ整形外科 142-0061
東京都品川区小山台1-21-15
ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ武蔵小山102

03-3760-3454 ○
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ｶﾈｺｸﾘﾆｯｸ 142-0061
東京都品川区小山台1-22-8
昭和ﾋﾞﾙ1階

03-3716-8577 ○

青山ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 142-0061 東京都品川区小山台1-24-1 03-6303-0818 ○

舘医院 142-0062 東京都品川区小山2-12-10 03-3782-8088 ○

小山中央診療所 142-0062 東京都品川区小山3-1-10 03-3712-3415 ○

ｻﾝﾀﾊｳｽこどもｸﾘﾆｯｸ 142-0062 東京都品川区小山3-1-2 1F 03-3719-5533 ○

穂坂ｸﾘﾆｯｸ 142-0062 東京都品川区小山3-24-6 03-3781-1351 ○

武蔵小山駅前 ままた内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0062
東京都品川区小山3-27-1-
202

03-3787-3109 ○

武蔵小山腎泌尿器ｸﾘﾆｯｸ 142-0062
東京都品川区小山4-3-12 TK
武蔵小山ﾋﾞﾙ2階

03-6426-2832 ○

和光医院 142-0062 東京都品川区小山4-8-1 03-3784-6131 ○

山内ｸﾘﾆｯｸ 142-0062 東京都品川区小山5-17-4 1階 03-3781-2890 ○

武藤医院 142-0062 東京都品川区小山5-22-2 03-3787-7184 ○

はるｸﾘﾆｯｸ西小山 142-0062 東京都品川区小山6-1-1 03-5794-8630 ○

野本内科ｸﾘﾆｯｸ 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3F

03-5749-3300 ○

清田ｸﾘﾆｯｸ 142-0062
東京都品川区小山6-5-2ｳｴｽﾄ
ﾋﾙｽﾞ2 2F

03-3783-5455 ○

栗原医院 142-0063 東京都品川区荏原2-10-13 03-3781-0530 ○

荏原内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 142-0063 東京都品川区荏原2-3-8-201 03-5751-7470 ○

荏原健診ｸﾘﾆｯｸ 142-0063 東京都品川区荏原2-3-8-401 03-6426-6651 ○

黒須医院 142-0063 東京都品川区荏原3-3-11 03-3781-0552 ○

ﾑｯｼｭﾛｰﾀ武蔵小山医院 142-0063
東京都品川区荏原3-7-12-
101

03-6413-5735 ○

石井ｸﾘﾆｯｸ 142-0063 東京都品川区荏原4-7-10 03-5750-4118 ○

小野内科 142-0063 東京都品川区荏原5-16-19 03-3781-9580 ○

さいとうﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 142-0064 東京都品川区旗の台1-8-3 03-3786-0146 ○

田中ｸﾘﾆｯｸ 142-0064
東京都品川区旗の台2-1-
16KGMHILLS2F

03-3786-8353 ○

旗の台ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｱﾚﾙｷﾞｰ･こどもｸﾘ
ﾆｯｸ

142-0064
東京都品川区旗の台2-1-22も
とまる2号館2F

03-5749-1937 ○

天野医院 142-0064 東京都品川区旗の台2-13-10 03-3787-2610 ○
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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

西川医院 142-0064
東京都品川区旗の台4-1-5ﾒｲ
ﾌﾟﾙ旗の台

03-3781-7825 ○

さかもと整形外科 142-0064 東京都品川区旗の台4-4-2 03-5751-5566 ○

旗の台病院 142-0064 東京都品川区旗の台5-17-16 03-3781-1108 ○

みしま内科 142-0064 東京都品川区旗の台5-8-5 03-6426-7728 ○

全日本労働福祉協会旗の台健診ｾﾝﾀｰ 142-0064 東京都品川区旗の台6-16-11 03-3783-9411 ○

田辺小児科医院 142-0064 東京都品川区旗の台6-30-1 03-3785-9003 ○

平間整形外科･内科ｸﾘﾆｯｸ 142-0064 東京都品川区旗の台6-33-8 03-3781-0066 ○
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