
霞が関診療所 105-0001
東京都港区虎ﾉ門1-1-18ﾋｭｰ
ﾘｯｸ虎ﾉ門ﾋﾞﾙ2F

03-3501-7797 ○

日比谷ｸﾘﾆｯｸ 105-0001
東京都港区虎ﾉ門1-1-20虎ﾉ
門実業会館5F

03-3508-2508 ○

虎の門診療所 105-0001
東京都港区虎ﾉ門1-1-25 虎ﾉ
門一丁目ﾋﾞﾙ5F

03-3502-3988 ○

藤美ｸﾘﾆｯｸ 105-0001
東京都港区虎ﾉ門1-13-5 第一
天徳ﾋﾞﾙ2F

03-3501-3705 ○

川島医院 105-0001
東京都港区虎ﾉ門1-8-14 三昭
ﾋﾞﾙ3F

03-3519-6651 ○

ｱｲﾋﾞｰｸﾘﾆｯｸ虎ﾉ門 105-0001 東京都港区虎ﾉ門1-8-8 03-5501-1511 ○

虎ﾉ門とうまｸﾘﾆｯｸ 105-0001
東京都港区虎ﾉ門1丁目1番16
号 虎ﾉ門中央ﾋﾞﾙ4階

03-3502-4080 ○

神谷町ｸﾘﾆｯｸ 105-0001
東京都港区虎ﾉ門3-17-1
TOKYU REIT 虎ﾉ門ﾋﾞﾙ1F

03-3433-0343 ○

新橋内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 105-0003
東京都港区西新橋1-17-8 須
田ﾋﾞﾙ1F

03-6257-1957 ○

虎の門小澤ｸﾘﾆｯｸ 105-0003
東京都港区西新橋1-20-3 虎ﾉ
門法曹ﾋﾞﾙ1F

03-3507-1101 ○

日産厚生会診療所 105-0003
東京都港区西新橋1-2-9 日比
谷ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F

03-3504-3812 ○

日比谷川畑診療室 105-0003
東京都港区西新橋1-3-1 西新
橋ｽｸｴｱ3F

03-3502-5711 ○

西新橋みむろｸﾘﾆｯｸ 105-0003
東京都港区西新橋1-5-9 TSﾋﾞ
ﾙ4F

03-5251-8256 ○

ﾑﾗﾀｸﾘﾆｯｸ 105-0003 東京都港区西新橋2-16-5 03-5408-7511 ○

井上胃腸科内科医院 105-0004
東京都港区新橋1-11-3 岩井
ﾋﾞﾙ3F

03-3573-1690 ○

松崎内科ｸﾘﾆｯｸ 105-0004
東京都港区新橋1-15-5 ﾍﾟﾙｻ
ﾋﾞﾙ 9F

03-3591-7006 ○

新橋駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 105-0004
東京都港区新橋1-15-7 新橋
NFﾋﾞﾙ5F

03-3593-7660 ○

日比谷公園健診ｸﾘﾆｯｸ 105-0004
東京都港区新橋1-18-1 航空
会館4F

03-3595-0781 ○

岡野内科診療所 105-0004
東京都港区新橋1-18-14 三洋
堂本館ﾋﾞﾙ8F

03-3502-8060 ○

新橋田中内科 105-0004
東京都港区新橋2-16-1 ﾆｭｰ
新橋ﾋﾞﾙ3F

03-3580-9466 ○

ﾆｭｰ新橋ｸﾘﾆｯｸ 105-0004
東京都港区新橋2-16-1 ﾆｭｰ
新橋ﾋﾞﾙ4F

03-3580-6775 ○

汐留みらいｸﾘﾆｯｸ 105-0004
東京都港区新橋2-19-2 ﾘﾌﾟﾛ
新橋ﾋﾞﾙ3F

03-3289-3381 ○

新橋青木ｸﾘﾆｯｸ 105-0004 東京都港区新橋3-23-4 03-3432-0381 ○

川村内科医院 105-0004
東京都港区新橋5-10-6 川村
ﾋﾞﾙ1F

03-3431-3322 ○

新橋ｸﾘﾆｯｸ 105-0004
東京都港区新橋5-15-5 交通
ﾋﾞﾙ2F

03-3434-5151 ○
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今井内科医院 105-0004
東京都港区新橋5-7-12 丸石
新橋ﾋﾞﾙ2F

03-3432-2166 ○

芝診療所 105-0004 東京都港区新橋6-19-21 03-3431-7491 ○

藏本内科ｸﾘﾆｯｸ 105-0011
東京都港区芝公園1-7-15 池
田ﾋﾞﾙ1F

03-5733-3355 ○

芝ﾊﾟｰｸｸﾘﾆｯｸ 105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝
ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙA館2F

03-3434-4485 ○

芝大門いまづｸﾘﾆｯｸ 105-0012 東京都港区芝大門1-1-14 03-6432-4976 ○

細川内科ｸﾘﾆｯｸ 105-0012 東京都港区芝大門2-10-2 03-5777-5331 ○

浜松町ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 105-0012 東京都港区芝大門2-3-11 03-6809-2152 ○

汐留健診ｸﾘﾆｯｸ 105-0013 東京都港区浜松町1-17-10 03-3432-8888 ○

金杉橋ｸﾘﾆｯｸ 105-0013
東京都港区浜松町2-13-4 KT
ﾋﾞﾙ3F

03-3432-5721 ○

ぼだい樹ｸﾘﾆｯｸ 105-0014
東京都港区芝1-15-13 ｵﾌｨｽ
ﾆｭｰｶﾞｲｱ浜松町NO17 6階

03-6809-6346 ○

芝公園ｸﾘﾆｯｸ 105-0014 東京都港区芝3-15-5 3F 03-3455-5525 ○

赤塚医院 105-0014
東京都港区芝3-6-9 芝公園ﾌﾟ
ﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F

03-3451-3323 ○

浜松町ﾊﾏｻｲﾄｸﾘﾆｯｸ 105-0022
東京都港区海岸1-2-20 汐留
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

03-5472-1100 ○

城山ｶﾞｰﾃﾞﾝ桜十字ｸﾘﾆｯｸ 105-6003
東京都港区虎ﾉ門4-3-1 城山
JTﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ3F

03-3433-1911 ○

佐藤内科医院 105-6114
東京都港区浜松町2-4-1 世界
貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ14F

03-3435-5708 ○

汐留ｼﾃｨｾﾝﾀｰｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 105-7103
東京都港区東新橋1-5-2 汐留
ｼﾃｨｾﾝﾀｰ3F

03-5568-8700 ○

伊原医院 105-7290
東京都港区東新橋1-7-1汐留
ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰB2F

03-3573-1800 ○

ぺﾃﾞｨ汐留ｸﾘﾆｯｸ 105-7302
東京都港区東新橋1-9-1 東京
汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞB2F

03-6274-5074 ○

愛育病院 105-8321 東京都港区芝浦1-16-10 03-6453-7300 ○

岡部医院 106-0031 東京都港区西麻布2-24-12 03-3407-0076 ○

西麻布ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ 106-0031
東京都港区西麻布3-17-20
LY西麻布2階

03-6447-5966 ○

神田第二ｸﾘﾆｯｸ 106-0031
東京都港区西麻布3-20-14 梅
田ﾋﾞﾙ2F

03-3402-0654 ○

西麻布ｸﾘﾆｯｸ 106-0031
東京都港区西麻布3-20-6 杉
友ﾋﾞﾙ1F

03-3403-6696 ○

吉田医院 106-0031 東京都港区西麻布3-24-24 03-3408-1049 ○

麻布光輝ｸﾘﾆｯｸ 106-0031 東京都港区西麻布3-3-2 03-6240-2912 ○
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泉ｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 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

03-5575-3888 ○

六本木ﾌｧｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ 106-0032
東京都港区六本木1-7-27 全
特六本木ﾋﾞﾙEAST1F

03-5574-7788 ○

中村ｸﾘﾆｯｸ 106-0032 東京都港区六本木4-11-13 03-3401-8003 ○

岸本ｸﾘﾆｯｸ 106-0032
東京都港区六本木5-16-4 六
本木ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ4F

03-3589-2112 ○

新赤坂ｸﾘﾆｯｸ 106-0032
東京都港区六本木5-5-1 六本
木ﾛｱﾋﾞﾙ11F

03-5770-1257 ○

六本木北浜診療所 106-0032
東京都港区六本木6-1-20 六
本木電気ﾋﾞﾙ2F

03-3402-0792 ○

ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ六本木内科耳鼻咽喉科
OR

106-0032
東京都港区六本木6-1-8 六本
木ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ7F

03-5860-6935 ○

那須整形外科医院 106-0032 東京都港区六本木6-5-20 03-3470-0015 ○

海渡医院 106-0041 東京都港区麻布台1-10-11 03-3583-0265 ○

祐ﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ麻布台 106-0041
東京都港区麻布台3-4-18 ｸ
ﾘｰﾃﾞﾝｽ麻布台101

050-3823-0159 ○

八木医院 106-0044
東京都港区東麻布1-18-9-
101

03-3583-0581 ○

古川医院 106-0044
東京都港区東麻布3-7-13 MD
麻布2F

03-3583-2837 ○

麻布医院 106-0045
東京都港区麻布十番1-11-1
ｴｽﾃｨﾒｿﾞﾝ麻布十番3F

03-5545-8177 ○

大森真帆麻布十番ｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番1-5-9 高
橋ﾋﾞﾙ2F

03-6455-4317 ○

たくま内科･神経内科ｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番1-7-1
MGBﾋﾞﾙ4階

03-6434-7478 ○

みのやまｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番1-7-9 酒
井ﾋﾞﾙ4F

03-6459-2686 ○

馬場ｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番2-13-2 ｸ
ﾏｲﾋﾞﾙ2F

03-3454-7788 ○

麻布十番整形外科 106-0045 東京都港区麻布十番2-20-10 03-3452-5546 ○

中村麻布十番ｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番2-2-10
麻布十番ｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F

03-5419-7300 ○

草間かほるｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番3-5-1 ﾊﾞ
ﾙｺﾞ麻布5F

03-5730-1926 ○

麻布整形外科ｸﾘﾆｯｸ 106-0045
東京都港区麻布十番3-6-9 ﾋ
ﾙｻｲﾄﾞ麻布1F

03-5765-2020 ○

ｳｽｲ内科ｸﾘﾆｯｸ 106-0046 東京都港区西麻布3-2-21 5F 03-3401-0271 ○

南麻布医院 106-0047 東京都港区南麻布1-12-1 03-3452-3211 ○

劉内科整形外科 106-0047
東京都港区南麻布2-2-13 麻
布ﾊｲﾌﾟﾗｻﾞ205

03-5476-5489 ○

優里医院 106-0047
東京都港区南麻布4-11-30 南
麻布渋谷ﾋﾞﾙ7階

03-6450-3500 ○
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広尾かなもりｸﾘﾆｯｸ 106-0047
東京都港区南麻布5-10-24 第
二佐野ﾋﾞﾙ401

03-6408-0652 ○

ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ広尾ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 106-0047
東京都港区南麻布5-1-11QiZ
広尾3F

03-5798-3470 ○

古川橋病院 106-8581 東京都港区南麻布2-10-21 03-3453-5013 ○

赤坂見附前田病院 107-0051 東京都港区元赤坂1-1-5 03-3408-1136 ○

湊ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 107-0052
東京都港区赤坂2-11-3 福田
ﾋﾞﾙｳｴｽﾄ2階

03-5570-5888 ○

ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ赤坂 107-0052 東京都港区赤坂2-17-17 03-3585-0365 ○

大星ｸﾘﾆｯｸ 107-0052
東京都港区赤坂2-9-11 ｵﾘｯｸ
ｽ赤坂2丁目ﾋﾞﾙB1

03-6426-5933 ○

ふなきｸﾘﾆｯｸ 107-0052
東京都港区赤坂3-15-9 萬屋
ﾋﾞﾙ5F

03-3505-0300 ○

赤坂中央ｸﾘﾆｯｸ 107-0052 東京都港区赤坂3-21-16 03-3582-4991 ○

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 03-3582-3131 ○

永沢ｸﾘﾆｯｸ 107-0052
東京都港区赤坂3-5-2 ｻﾝﾖｰ
赤坂ﾋﾞﾙ2F

03-3583-6710 ○

赤坂内視鏡ｸﾘﾆｯｸ 107-0052
東京都港区赤坂3-5-5 ｽﾄﾛﾝｸﾞ
赤坂ﾋﾞﾙ5F

03-6441-2528 ○

清水ｸﾘﾆｯｸ 107-0052
東京都港区赤坂4-4-11 赤坂
丹後町ﾋﾞﾙ1階

03-6441-0358 ○

七番館ｸﾘﾆｯｸ 107-0052 東京都港区赤坂7-6-41-103 03-3584-7177 ○

谷村ｸﾘﾆｯｸ 107-0052 東京都港区赤坂7-6-52-112 03-3587-1239 ○

高沢内科ｸﾘﾆｯｸ 107-0052 東京都港区赤坂8-13-12 03-3401-9630 ○

山王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 107-0052 東京都港区赤坂8-5-35 03-3402-7327 ○

おおたけ消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 107-0052 
東京都港区赤坂6-3-20 HAT
ﾋﾞﾙ4F

03-3588-1371 ○

武村医院 107-0061 東京都港区北青山3-12-2 03-3407-7826 ○

仁保医院 107-0061
東京都港区北青山3-2-5 NH
青山ﾋﾞﾙ3F

03-3401-1001 ○

ｱｯﾄﾎｰﾑ表参道ｸﾘﾆｯｸ 107-0061
東京都港区北青山3‐5-6 青朋
ﾋﾞﾙ別館1階

03-3423-3232 ○

表参道内科眼科 107-0061
東京都港区北青山3-6-16 表
参道ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ

03-5466-9971 ○

山内ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青
山ﾋﾞﾙ西館3F

03-3475-1880 ○

長谷ｸﾘﾆｯｸ 107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青
山ﾋﾞﾙ西館3F

03-3475-1781 ○

新青山ｸﾘﾆｯｸ 107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青
山ﾋﾞﾙ西館3F

03-3475-1181 ○
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平岡医院 107-0062 東京都港区南青山2-14-21 03-3470-0158 ○

藤田ｸﾘﾆｯｸ 107-0062
東京都港区南青山2-22-19 三
和青山ﾋﾞﾙ8F

03-5772-7381 ○

中山医院 107-0062 東京都港区南青山3-14-19 03-6434-5122 ○

南青山おおつかｸﾘﾆｯｸ 107-0062 東京都港区南青山4-9-17 03-5786-3288 ○

青山天野ｸﾘﾆｯｸ 107-0062
東京都港区南青山5-10-19 青
山真洋ﾋﾞﾙ6F

03-5485-1114 ○

青山内科医院 107-0062
東京都港区南青山5-1-22 青
山ﾗｲｽﾞｽｸｴｱ3F

03-3499-6500 ○

南青山さとう内科 107-0062 東京都港区南青山6-12-11 03-3409-7150 ○

南青山内科ｸﾘﾆｯｸ 107-0062
東京都港区南青山7-8-8 南青
山ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ101

03-6805-1836 ○

赤坂おだやかｸﾘﾆｯｸ 107-6302
東京都港区赤坂5-3-1赤坂Biz
ﾀﾜｰ2階

03-6234-0511 ○

しば胃腸こうもんｸﾘﾆｯｸ 108-0014
東京都港区芝4-11-5 KTﾋﾞﾙ
3F

03-6453-9307 ○

港三田ｸﾘﾆｯｸ 108-0014
東京都港区芝5-16-1 千代ﾋﾞﾙ
3F

03-3456-3391 ○

菅沼三田診療所 108-0014
東京都港区芝5-19-5 J.P.田町
1F

03-3452-1748 ○

篠原医院 108-0014 東京都港区芝5-20-20 03-3451-0528 ○

鈴木胃腸消化器ｸﾘﾆｯｸ 108-0014 東京都港区芝5-27-1 03-3455-6121 ○

三田医院 108-0014 東京都港区芝5-3-10 03-3451-7652 ○

きつかわｸﾘﾆｯｸ 108-0014
東京都港区芝5-31-16 YCC田
町ﾋﾞﾙ4F

03-3451-1731 ○

新田町ﾋﾞﾙ診療所 108-0014
東京都港区芝5-34-6 新田町
ﾋﾞﾙ2F

03-3451-2619 ○

東京港診療所 108-0022 東京都港区海岸3-9-5 03-3451-4620 ○

みなと整形外科内科ｸﾘﾆｯｸ 108-0023 東京都港区芝浦2-17-13-1F 03-6435-4122 ○

ありいずみ内科 108-0023
東京都港区芝浦3-11-8 ﾐﾅﾄﾔ
ﾋﾞﾙ3F

03-5419-7881 ○

芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞ内科ｸﾘﾆｯｸ 108-0023 東京都港区芝浦4-20-4 03-5730-0221 ○

高輪台出川循環器･内科ｸﾘﾆｯｸ 108-0071
東京都港区白金台2-11-8永
昌高輪台ﾋﾞﾙ3F

03-5422-9105 ○

白金台おがわｸﾘﾆｯｸ 108-0071 東京都港区白金台3-8-3 03-6447-7081 ○

鈴木医院 108-0071 東京都港区白金台4-12-11 03-3441-6668 ○

石原内科ｸﾘﾆｯｸ 108-0071
東京都港区白金台4-2-11 白
金台ｸﾚｽﾄ3F

03-5423-5560 ○
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白金坂の上診療所 108-0071
東京都港区白金台4-7-8 ｽﾄｰ
ﾘｱ白金2F

03-3447-3232 ○

白金台診療所 108-0071 東京都港区白金台5-18-6 03-3473-4741 ○

白金ﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 108-0072 東京都港区白金1-17-1-106 03-5789-3882 ○

白金三光ｸﾘﾆｯｸ 108-0072 東京都港区白金1-25-31-102 03-6456-4350 ○

もとやまｸﾘﾆｯｸ 108-0072 東京都港区白金1-8-9 03-3473-2866 ○

白金ｸﾘﾆｯｸ 108-0072 東京都港区白金6-22-12 03-3441-3408 ○

東京都済生会中央病院 108-0073 東京都港区三田1-4-17 03-3451-8211　　 ○

三田国際ﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 108-0073
東京都港区三田1-4-28 三田
国際ﾋﾞﾙ3F

03-3454-8614 ○

日野原記念ｸﾘﾆｯｸ 108-0073
東京都港区三田3-12-12 笹川
記念会館11F

03-3454-5068 ○

たまちﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 108-0073
東京都港区三田3-1-4 Net.1
三田ﾋﾞﾙ1階

03-6435-2331 ○

三田ﾊｳｽ内科ｸﾘﾆｯｸ 108-0073 東京都港区三田5-2-18-109 03-5443-3864 ○

高輪内科ｸﾘﾆｯｸ 108-0074 東京都港区高輪1ｰ16ｰ4 03-3449-6748 ○

白金高輪海老根ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 108-0074 東京都港区高輪1-2-17 5F 03-5789-2590 ○

品川ﾊｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 108-0074
東京都港区高輪2-15-11 高輪
ﾎﾜｲﾄﾏﾝｼｮﾝ1F

03-5422-8841 ○

高輪整形外科ｸﾘﾆｯｸ 108-0074
東京都港区高輪2-15-8 ｸﾞﾚｲｽ
ﾋﾞﾙ泉岳寺前5F

03-5447-6808 ○

伊皿子坂医院 108-0074 東京都港区高輪2-16-52-101 03-5447-7701 ○

窪田医院 108-0074 東京都港区高輪2-20-30 03-3443-8465 ○

横尾内科医院 108-0074
東京都港区高輪3-5-20 ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾒｿﾞﾝ高輪台1F

03-3441-0435 ○

口羽医院 108-0074
東京都港区高輪3-7-7 ﾋﾟｱｰｽ
高輪1F

03-3441-2819 ○

堀産婦人科 108-0074 東京都港区高輪3-7-8 03-3449-3541 ○

かがやき内科･糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 108-0074
東京都港区高輪3‐8-17 TK高
輪ﾋﾞﾙ6階

03-3441-0398 ○

品川ｼｰｽﾞﾝﾃﾗｽ健診ｸﾘﾆｯｸ 108-0075
東京都港区港南1-2-70 品川
ｼｰｽﾞﾝﾃﾗｽ5F

03-6712-1445 ○

品川ｲｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ 108-0075
東京都港区港南2-15-2 品川
ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰB棟2F

03-5783-5521 ○

山王ｸﾘﾆｯｸ品川 108-0075
東京都港区港南2-16-7 品川
ｲｰｽﾄﾀﾜｰ3階

03-3471-3014 ○

品川港南ｸﾘﾆｯｸ 108-0075
東京都港区港南2-4-7 石橋ﾋﾞ
ﾙ

03-3472-0085 ○
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若田ｸﾘﾆｯｸｼﾃｨﾀﾜｰ品川 108-0075 東京都港区港南4-2-6-201 03-3471-2972 ○

ﾜｰﾙﾄﾞ･ｼﾃｨｰ益子ｸﾘﾆｯｸ 108-0075
東京都港区港南4-6-7 ｷｬﾋﾟﾀ
ﾙﾀﾜｰ3F

03-5783-0331 ○

国際医療福祉大学三田病院 108-8329 東京都港区三田1-4-3 03-3451-8127 ○

東京高輪病院 108-8606 東京都港区高輪3-10-11 03-3443-9555 ○

都ﾎﾃﾙ東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 108-8640
東京都港区白金台1-1-50 都
ﾎﾃﾙ東京B1F

03-3473-1651 ○

北里研究所病院 108-8642 東京都港区白金5-9-1 03-3444-6161 ○

お台場ｸﾘﾆｯｸ 135-0091 東京都港区台場1-5-7-105 03-5531-0731 ○

お台場海浜公園 虹橋ｸﾘﾆｯｸ 135-0091
東京都港区台場2丁目2番4号
台場ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F

03-3529-2284 ○

ふかい整形外科医院 116-0001
東京都荒川区荒川7-46-1-
206

03-5901-3590 ○

町屋ﾏｰｸｽﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 116-0001
東京都荒川区荒川7-46-1-
208

03-6807-7415 ○

堀ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 116-0001 東京都荒川区町屋1-1-9-2F 03-3895-5400 ○

陳 内科ｸﾘﾆｯｸ 116-0001 東京都荒川区町屋1-1-9-5F 03-3800-2700 ○

木村病院 116-0001 東京都荒川区町屋2-3-7 03-3892-3161 ○

医療法人社団公尽会
さいとうｸﾘﾆｯｸ

116-0001 東京都荒川区町屋2-6-14 03-3892-3125 ○

高橋医院 116-0001 東京都荒川区町屋3-2-10 03-3810-5665 ○

町屋小児科内科医院 116-0001 東京都荒川区町屋3-22-3 03-3809-1515 ○

寺田ｸﾘﾆｯｸ 116-0001 東京都荒川区町屋3-23-14 03-3892-5725 ○

木田医院 116-0001 東京都荒川区町屋3-27-9 03-3819-3123 ○

医療法人社団龍門会
町屋整形外科

116-0001 東京都荒川区町屋3-9-12-1F 03-3800-2727 ○

山本医院 116-0001 東京都荒川区町屋4-8-4 03-3895-5365 ○

上智ｸﾘﾆｯｸ 116-0001 東京都荒川区町屋4-9-10 03-3892-4514 ○

小沼医院 116-0001 東京都荒川区町屋6-19-15 03-3895-6603 ○

荒川病院 116-0001 東京都荒川区町屋8-20-3 03-5901-1171 ○

武田内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 116-0001 東京都荒川区町屋8-7-2 03-3892-5324 ○

医療法人社団清心会
清水医院

116-0002 東京都荒川区荒川1-4-14 03-3807-1125 ○
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水野ｸﾘﾆｯｸ 116-0002 東京都荒川区荒川1-49-2-2F 03-3891-0219 ○

佐藤ｸﾘﾆｯｸ 116-0002 東京都荒川区荒川2-53-1 03-3891-5828 ○

赤池医院 116-0002 東京都荒川区荒川2-6-1 03-3803-4161 ○

飯土用内科 116-0002 東京都荒川区荒川3-23-13 03-3891-5858 ○

ｻﾝ内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 116-0002 東京都荒川区荒川4-1-1 03-5604-9271 ○

荒川外科肛門医院 116-0002 東京都荒川区荒川4-2-7 03-3806-8213 ○

荒川生協診療所 116-0002 東京都荒川区荒川4-54-5 03-3802-2601 ○

とかの医院 116-0002
東京都荒川区荒川5-11-18-
2F

03-6458-3620 ○

岡田病院 116-0002 東京都荒川区荒川5-3-1 03-3891-2231 ○

大泉ｸﾘﾆｯｸ 116-0002 東京都荒川区荒川6-41-4-1F 03-3895-7231 ○

竹内病院 116-0002 東京都荒川区荒川6-7-8 03-3892-7771 ○

日野ｸﾘﾆｯｸ 116-0002 東京都荒川区荒川7-44-5 03-3892-4530 ○

田中整形外科 116-0002 東京都荒川区荒川7-7-18 03-5850-8341 ○

石橋内科歯科医院 116-0003 東京都荒川区南千住1-1-21 03-3891-0896 ○

磯医院 116-0003 東京都荒川区南千住1-56-10 03-3807-8171 ○

茂澤ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 116-0003 東京都荒川区南千住3-4-1 03-3891-1951 ○

かどた内科ｸﾘﾆｯｸ 116-0003
東京都荒川区南千住4-7-1-
3F

03-5604-1517 ○

南千住病院 116-0003 東京都荒川区南千住5-10-1 03-3806-2232 ○

角田ｸﾘﾆｯｸ 116-0003 東京都荒川区南千住5-18-11 03-3806-8172 ○

日下診療所 116-0003 東京都荒川区南千住5-21-7 03-3803-5831 ○

南千住内科ｸﾘﾆｯｸ 116-0003 東京都荒川区南千住5-31-6 03-5615-5311 ○

金子医院 116-0003 東京都荒川区南千住6-47-11 03-3891-2945 ○

久木留医院 116-0003 東京都荒川区南千住6-53-8 03-3891-4639 ○

医療法人社団仁癒会南千住つのだ医
院

116-0003 東京都荒川区南千住6-65-12 03-3802-0023 ○

医療法人社団KSﾊｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ
 ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ南千住

116-0003
東京都荒川区南千住7-1-1-
305

03-5604-0810 ○
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土屋ｸﾘﾆｯｸ 116-0003 東京都荒川区南千住7-12-15 03-3806-9029 ○

東京ほくと医療生協
汐入診療所

116-0003
東京都荒川区南千住8-10-3-
101

03-3807-2302 ○

しらひげ西ｸﾘﾆｯｸ 116-0003
東京都荒川区南千住8-3-2-
101

03-3801-6676 ○

医療法人社団専心会
いがらしｸﾘﾆｯｸ

116-0011 東京都荒川区西尾久1-32-16 03-3800-9629 ○

かわさき内科ｸﾘﾆｯｸ 116-0011
東京都荒川区西尾久2-14-
11-1F

03-6807-7769 ○

紅露医院 116-0011 東京都荒川区西尾久2-26-7 03-3894-6836 ○

宮の前診療所 116-0011 東京都荒川区西尾久2-3-2 03-3800-7111 ○

小島医院 116-0011 東京都荒川区西尾久2-35-1 03-3893-7355 ○

佐藤病院 116-0011 東京都荒川区西尾久5-7-1 03-3893-6525 ○

西尾久ｸﾘﾆｯｸ 116-0011 東京都荒川区西尾久6-15-5 03-3800-1717 ○

尾久駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 116-0011 東京都荒川区西尾久7-25-3 03-5855-0979 ○

三ﾉ輪病院 116-0011 東京都荒川区東日暮里1-4-3 03-3803-2355 ○

小山内科医院 116-0011
東京都荒川区東日暮里1-5-
10-3A

03-5850-2030 ○

たいら整形外科 116-0012
東京都荒川区東尾久1-31-
10-1F

03-6807-7505 ○

斉藤医院 116-0012 東京都荒川区東尾久2-9-13 03-3895-8462 ○

熊野前医院 116-0012 東京都荒川区東尾久3-19-8 03-3819-2535 ○

中村内科･小児科医院 116-0012 東京都荒川区東尾久4-17-1 03-3893-5796 ○

医療法人社団 野原医院 116-0012 東京都荒川区東尾久4-46-16 03-3893-8363 ○

冨田医院 116-0012
東京都荒川区東尾久5-39-
13-1F

03-3810-2213 ○

小原医院 116-0012 東京都荒川区東尾久6-8-5 03-3895-8341 ○

熊野前にしむら内科ｸﾘﾆｯｸ 116-0012
東京都荒川区東尾久8-14-1-
201

03-5855-7555 ○

尾久橋医院 116-0012 東京都荒川区東尾久8-19-2 03-3800-3020 ○

白十字診療所 116-0013
東京都荒川区西日暮里2-19-
10-3F

03-3802-3911 ○

日暮里健診ﾌﾟﾗｻﾞ 116-0013
東京都荒川区西日暮里2-26-
9

03-5850-1700 ○

いしかわ日暮里ｸﾘﾆｯｸ 116-0013
東京都荒川区西日暮里2-26-
9

03-5850-5071 ○
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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

小林医院 116-0013
東京都荒川区西日暮里4-16-
10

03-3821-3846 ○

ひろせ内科外科ｸﾘﾆｯｸ 116-0013
東京都荒川区西日暮里5-27-
2-2F

03-3803-6260 ○

小島医院 116-0013
東京都荒川区西日暮里6-57-
2

03-3893-8569 ○

関川病院 116-0014 東京都荒川区西日暮里1-4-1 03-3803-5151 ○

おいぬま内科 116-0014
東京都荒川区西日暮里1-52-
1

03-3807-0328 ○

医療法人社団
細井胃腸科ｸﾘﾆｯｸ

116-0014
東京都荒川区西日暮里1-59-
11

03-3805-4151 ○

西松医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里1-16-
13

03-3801-2748 ○

日暮里上宮病院 116-0014
東京都荒川区東日暮里2-29-
8

03-3891-5291 ○

医療法人社団三光会
東日暮里ｸﾘﾆｯｸ

116-0014
東京都荒川区東日暮里3-24-
16-101

03-5811-6635 ○

くれ内科医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里3-42-
8

03-5811-7575 ○

やたがいｸﾘﾆｯｸ 116-0014
東京都荒川区東日暮里4-20-
6

03-5850-6166 ○

医療法人社団髙順会
髙井医院

116-0014
東京都荒川区東日暮里4-26-
7

03-3807-8131 ○

医療法人社団たか博会
ﾘｰﾃﾞﾝｽﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ

116-0014
東京都荒川区東日暮里5-16-
3-201

03-5850-1661 ○

ひぐらし整形外科内科 116-0014
東京都荒川区東日暮里5-34-
1-4F

03-5604-1236 ○

加藤小児科内科医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里5-44-
1

03-3803-3377 ○

稲富医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里6-42-
5

03-3807-0288 ○

春田内科医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里6-50-
14

03-3891-1062 ○

蓮沼医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里6-51-
8

03-3891-1170 ○

日暮里医院 116-0014
東京都荒川区東日暮里6-60-
4

03-3806-0345 ○
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