
田口医院 183-0001
東京都府中市浅間町3丁目3
番地の18

042-361-9518 ○

(医社)朝日町ｸﾘﾆｯｸ 183-0003
東京都府中市朝日町2丁目28
番地の1

042-352-5233 ○

(医社)新谷医院 183-0003
東京都府中市朝日町2丁目30
番地の11

042-361-9419 ○

(医社)ﾌｧﾐﾘｰﾄｸﾘﾆｯｸ 183-0005
東京都府中市若松町2丁目4
番地の4

042-369-1161 ○

(医社)小木曾内科眼科医院 183-0005
東京都府中市若松町2丁目5
番地の8

042-336-3848 ○

(医社)東府中病院 183-0005
東京都府中市若松町2丁目7
番地の20

042-364-0151 ○

ほさかｸﾘﾆｯｸ 183-0005
東京都府中市若松町3丁目2
番地の16

042-358-9901 ○

(医社)えはら医院 183-0005
東京都府中市若松町3丁目35
番地の7

042-336-7676 ○

(医社)白倉医院 183-0006
東京都府中市緑町1丁目18番
地の3

042-360-0102 ○

ﾐﾄﾞﾘ･ｸﾘﾆｯｸ 183-0006
東京都府中市緑町1丁目23番
地の3

042-352-2060 ○

(医社)府中ｸﾘﾆｯｸ 183-0006
東京都府中市緑町1丁目3番
地の1

042-366-5483 ○

(医社)赤須内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0006
東京都府中市緑町2丁目17番
地の9

042-334-0780 ○

(医社)府中ゆずｸﾘﾆｯｸ 183-0011
東京都府中市白糸台1丁目63
番地1 1F

042-370-1816 ○

(医社)康野診療所 183-0011
東京都府中市白糸台2丁目10
番地の2

042-365-3666 ○

(医社)慈秀病院 183-0011
東京都府中市白糸台3丁目16
番地の5

042-369-1511 ○

(医社)ふの内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0011
東京都府中市白糸台3丁目8
番地の25

042-358-8128 ○

品田医院 183-0012
東京都府中市押立町1丁目24
番地の1

042-368-5598 ○

(医社)いづみ内科 183-0012
東京都府中市押立町4丁目9
番地の10

042-490-3031 ○

(医社)ながた内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0013
東京都府中市小柳町2丁目12
番地の2

042-369-0707 ○

野々田小児科内科 183-0013
東京都府中市小柳町3丁目32
番地の26

042-369-2561 ○

野本医院 183-0014
東京都府中市是政1丁目5番
地

042-363-2736 ○

(医社)共済会櫻井病院 183-0014
東京都府中市是政2丁目36番
地

042-362-5141 ○

(医社)これまさｸﾘﾆｯｸ 183-0014
東京都府中市是政5丁目2番
地の31

042-306-9866 ○

(医社)平林医院 183-0014
東京都府中市是政5丁目4番
地の4

042-365-3550 ○

おおば内科泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 183-0015
東京都府中市清水が丘1丁目
1番地の3

042-401-2134 ○
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(医社)久米医院 183-0015
東京都府中市清水が丘2丁目
3番地の26

042-335-1515 ○

正田整形外科･内科 183-0015
東京都府中市清水が丘3丁目
21番地の25

042-362-8434 ○

武蔵野医院 183-0015
東京都府中市清水が丘3丁目
8番地の38

042-361-4460 ○

(医社)ﾍﾞﾙﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 183-0021
東京都府中市片町2丁目22番
地の31

042-314-0660 ○

若林医院 183-0021
東京都府中市片町3丁目21番
地の1

042-362-1611 ○

草間医院 183-0021
東京都府中市片町3丁目3番
地の10

042-362-7767 ○

(医社)宮西ｸﾘﾆｯｸ 183-0022
東京都府中市宮西町2丁目4
番地の3

042-362-5833 ○

(医社)村上医院 183-0022
東京都府中市宮西町5丁目2
番地

042-361-2071 ○

(医社)あすなろｸﾘﾆｯｸ 183-0023
東京都府中市宮町1丁目100
番地

042-354-6855 ○

もとじ内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0023
東京都府中市宮町1丁目22番
地の6

042-352-6350 ○

効生堂医院 183-0023
東京都府中市宮町1丁目40番
地の1

042-334-4188 ○

(医社)府中あおばｸﾘﾆｯｸ 183-0023
東京都府中市宮町1丁目40番
地の1

042-361-5595 ○

松尾医院 183-0023
東京都府中市宮町3丁目2番
地の3

042-361-2363 ○

府中朝倉ｸﾘﾆｯｸ 183-0026
東京都府中市南町2丁目34番
地8

042-352-7787 ○

南町医院 183-0026
東京都府中市南町4丁目31番
地の5

042-360-2611 ○

(医社)近藤医院 183-0027
東京都府中市本町1丁目1番
地の25

042-361-7738 ○

(医社)加藤内科 183-0027
東京都府中市本町4丁目12番
地の14

042-366-2277 ○

中村内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0031
東京都府中市西府町2丁目12
番地の1

042-362-2112 ○

武藤医院 183-0033
東京都府中市分梅町1丁目10
番地の21

042-365-1701 ○

みね内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0034
東京都府中市住吉町1丁目30
番地の2

042-302-8550 ○

中河原内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0034
東京都府中市住吉町1丁目84
番地の1

042-351-0267 ○

(医社)日野ｸﾘﾆｯｸ 183-0034
東京都府中市住吉町2丁目15
番地の9

042-330-3600 ○

(医社)井手医院 183-0034
東京都府中市住吉町4丁目15
番地の9

042-361-9458 ○

深澤内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 183-0034
東京都府中市住吉町4丁目18
番地12

042-366-6600 ○

石田医院 183-0034
東京都府中市住吉町5丁目1
番地の4

042-334-2223 ○
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(医社)府中よつやｸﾘﾆｯｸ 183-0035
東京都府中市四谷3丁目37番
地の14

042-336-7222 ○

府中日新町内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0036
東京都府中市日新町5丁目53
番地の1

042-369-3600 ○

(医社)浅川医院 183-0041
東京都府中市北山町2丁目18
番地の4

042-572-3812 ○

前田内科･循環器科 183-0042
東京都府中市武蔵台3丁目2
番地の7

042-321-0206 ○

ちほ内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0042
東京都府中市武蔵台3丁目3
番地18

042-323-1068 ○

(医社)ｼﾞｪｲﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 183-0044 東京都府中市日鋼町1番地 042-330-7318 ○

(医社)奥島病院 183-0045
東京都府中市美好町1丁目22
番地

042-360-0033 ○

分倍医院 183-0045
東京都府中市美好町3丁目3
番地の18

042-361-4722 ○

河合ｸﾘﾆｯｸ 183-0046
東京都府中市西原町2丁目18
番地の1

042-580-4500 ○

(医社)西原町脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 183-0046
東京都府中市西原町2丁目18
番地の1

042-571-9571 ○

野崎医院 183-0046
東京都府中市西原町4丁目28
番地の27

042-572-9621 ○

小泉医院 183-0051
東京都府中市栄町1丁目25番
地の7

042-361-5049 ○

(医社)協和診療所 183-0051
東京都府中市栄町2丁目10番
地の3

042-361-3296 ○

愛和診療所 183-0051
東京都府中市栄町3丁目12番
地の1

042-314-1551 ○

新町ｸﾘﾆｯｸ 183-0052
東京都府中市新町1丁目55番
地の41

042-354-1878 ○

(医社)金田医院 183-0052
東京都府中市新町1丁目63番
地の42

042-362-8603 ○

府中新町医院 183-0052
東京都府中市新町2丁目64番
地

042-367-2122 ○

(医社)河村医院 183-0052
東京都府中市新町3丁目12番
地の40

042-361-6825 ○

天神町ｸﾘﾆｯｸ 183-0053
東京都府中市天神町1丁目11
番地の1

042-361-5505 ○

梅田内科医院 183-0053
東京都府中市天神町1丁目28
番地の51

042-365-1458 ○

若栗医院 183-0054
東京都府中市幸町1丁目35番
地の8

042-361-3181 ○

三ﾂ木内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0055
東京都府中市府中町1丁目11
番地の8

042-333-9595 ○

(医社)なのはなｸﾘﾆｯｸ 183-0055
東京都府中市府中町1丁目12
番地の7

042-358-4158 ○

府中診療所 183-0055
東京都府中市府中町1丁目13
番地の3

042-365-0321 ○

(医社)木田医院 183-0055
東京都府中市府中町1丁目15
番地1

042-368-5688 ○
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杉本内科･消化器科･小児科 183-0055
東京都府中市府中町1丁目1
番地の5

042-368-5814 ○

岩田医院 183-0055
東京都府中市府中町1丁目25
番地の6

042-364-7326 ○

(医社)府中腎ｸﾘﾆｯｸ 183-0055
東京都府中市府中町1丁目8
番地の1

042-366-8909 ○

(医社)片山ｸﾘﾆｯｸ 183-0055
東京都府中市府中町1丁目8
番地の6

042-366-2791 ○

いしい内科･小児科 183-0055
東京都府中市府中町2丁目13
番地の2

042-352-3030 ○

府中脳神経外科診療所 183-0056
東京都府中市宮西町1丁目14
番地の16

042-360-7655 ○

(医社)寿町腎･内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0056
東京都府中市寿町1丁目1番
地の3

042-361-5750 ○

(医社)津久井内科おなかｸﾘﾆｯｸ 183-0056
東京都府中市寿町1丁目1番
地の3

042-306-5828 ○

寿町ｸﾘﾆｯｸ 183-0056
東京都府中市寿町1丁目3番
地10

042-354-3111 ○

(医社)あさの循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0056
東京都府中市寿町1丁目4番
地の21

042-366-5555 ○

おおにし内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0056
東京都府中市寿町2丁目4番
地42 3F

042-319-1025 ○

今井内科 183-0057
東京都府中市晴見町1丁目17
番地の24

042-361-4613 ○

(医社)府中医王病院 183-0057
東京都府中市晴見町1丁目20
番地

042-362-4500 ○

(医社)高野医院 183-0057
東京都府中市晴見町3丁目11
番地の21

042-361-9578 ○

大久保内科ｸﾘﾆｯｸ 196-0002 東京都昭島市拝島町2-16-17 042-500-0013 ○

医療法人社団 誠恵会 まことｸﾘﾆｯｸ 196-0003 東京都昭島市松原町2-9-1 042-546-2800 ○

拝島やまかみｸﾘﾆｯｸ 196-0003
東京都昭島市松原町4-11-7
拝島･西武ﾋﾞﾙ302

042-519-2650 ○

松原町ｸﾘﾆｯｸ 196-0003 東京都昭島市松原町4-2-1 042-546-8610 ○

佑和ｸﾘﾆｯｸ 196-0011
東京都昭島市上川原町2-21-
13

042-545-6655 ○

つつじが丘診療所 196-0012
東京都昭島市つつじが丘3-5-
6-119

042-545-4737 ○

蓮村整形外科内科 196-0014 東京都昭島市田中町2-24-26 042-545-4312 ○

田中団地診療所 196-0014
東京都昭島市田中町3-5-17-
103

042-545-2514 ○

医療法人社団 弘樹会 金光ｸﾘﾆｯｸ 196-0014
東京都昭島市田中町562-8 昭
島昭和ﾋﾞﾙ2F

042-545-2156 ○

中西ｸﾘﾆｯｸ 196-0014
東京都昭島市田中町562-8 昭
島昭和ﾋﾞﾙ3F

042-541-2611 ○

医療法人社団 堀内ｸﾘﾆｯｸ 196-0015
東京都昭島市昭和町2-5-2 第
2宝伊ﾋﾞﾙ2F

042-546-2111 ○
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大須賀医院 196-0015 東京都昭島市昭和町5-6-1 042-541-0257 ○

医療法人社団潮友会 うしお病院 196-0021 東京都昭島市武蔵野2-7-12 042-541-5423 ○

平畑整形外科ｸﾘﾆｯｸ 196-0022 東京都昭島市中神町1169-14 042-545-8555 ○

医療法社団ｱﾓﾙ会 しんｸﾘﾆｯｸ 196-0022
東京都昭島市中神町1176-17
ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟﾚｽ中神1F

042-519-2721 ○

大田医院 196-0022 東京都昭島市中神町1237 042-541-0311 ○

昭島病院 196-0022 東京都昭島市中神町1260 042-546-3111 ○

昭島ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 196-0024 東京都昭島市宮沢町495-30 042-546-0011 ○

医療法人社団野村会昭和の杜病院 196-0024 東京都昭島市宮沢町522-2 042-500-2611 ○

医療法人社団 いづる会 中神内科呼吸
器科ｸﾘﾆｯｸ

196-0025 東京都昭島市朝日町1-6-2 042-549-2366 ○

医療法人社団 永山整形外科 196-0025 東京都昭島市朝日町3-6-3 042-544-8662 ○

医療法人社団 武美会 富士診療所 196-0025 東京都昭島市朝日町4-2-26 042-541-2263 ○

昭島相互診療所 196-0031 東京都昭島市福島町908-17 042-545-2712 ○

浅見胃腸科外科医院 196-0033 東京都昭島市東町5-4-11 042-541-3705 ○

栄田医院 196-0034 東京都昭島市玉川町3-18-14 042-541-0218 ○

医療法人社団 竹口病院 196-0034 東京都昭島市玉川町4-6-32 042-541-0176 ○

緑ヶ丘井上内科診療所 182-0001
東京都調布市緑ヶ丘2-2-1
緑ヶ丘団地25-1

03-3309-2202 ○

くしやまｸﾘﾆｯｸ 182-0002 東京都調布市仙川町1-11-2 03-5313-5151 ○

(医社)永研会永研会ｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町1-11-8
仙川FTﾋﾞﾙ2,3階

03-5315-1181 ○

愛和ｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町1-15-47
ひなたﾋﾞﾙ1階

03-3307-5477 ○

仙川駅前すずきｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町1-18-2
3110ﾋﾞﾙ3階

03-3309-1777 ○

仙川町ｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町1-9-37-
103

03-5384-4343 ○

(医社)仙川さとうｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町2-18-15
ﾒｿﾞﾝ仙川1階

03-5315-7373 ○

せたがや仙川ｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町2-21-13
仙川ﾋﾞﾙB館3階

03-3305-3400 ○

塚本内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町3-1-1ﾙﾐ
ﾈ丸商1階

03-5315-2393 ○

仙川脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 182-0002
東京都調布市仙川町3-9-15ﾓ
ﾝｳﾞｨﾗ-ｼﾞｭ仙川1階

03-5969-8061 ○
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(医社)敬寿会わかば町ｸﾘﾆｯｸ 182-0003
東京都調布市若葉町2-1-6仙
川ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟﾚｽ1階

03-5313-3331 ○

岡田医院 182-0004 東京都調布市入間町1-33-5 03-3482-5156 ○

ｲｶﾘｸﾘﾆｯｸ 182-0004 東京都調布市入間町3-9-23 03-3789-8200 ○

(医社)秀侑会つつじヶ丘ﾎ-ﾑﾄﾞｸﾀ-ｸﾘﾆｯ
ｸ

182-0005
東京都調布市東つつじヶ丘1-
2-4OGﾋﾞﾙ1階

03-6909-0871 ○

つつじヶ丘ｸﾘﾆｯｸ 182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘1-
2-1

042-499-8220 ○

五島医院 182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘1-
21-3

042-486-3535 ○

(医社)秋鹿ｸﾘﾆｯｸ 182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘3-
26-6栄和ﾋﾞﾙ2階

042-489-5577 ○

井上博文ｸﾘﾆｯｸ 182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘3-
30-28IBﾊｳｽ101

042-499-5155 ○

(医社)東仁会つつじヶ丘神代ｸﾘﾆｯｸ 182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘4-
15-5

042-443-2246 ○

(医社)英麗会にわﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘4-
23第58号棟101号室

042-443-1120 ○

(医社)みなと会柴崎ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 182-0007
東京都調布市菊野台2-23-5ｻ
ﾆｰｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ3階

042-440-3545 ○

しばさき内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0007 東京都調布市菊野台2-5-21 042-440-1200 ○

(医社)光眞会工藤ﾊｰﾄﾌﾙ･ｸﾘﾆｯｸ 182-0011
東京都調布市深大寺北町6-
38-6

042-483-0125 ○

ふじかわｸﾘﾆｯｸ 182-0012
東京都調布市深大寺東町2-
23-5深大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

042-440-8277 ○

(医社)梟杜会西田医院 182-0014 東京都調布市柴崎1-64-13 042-483-1350 ○

鵜戸西ｸﾘﾆｯｸ 182-0017
東京都調布市深大寺元町4-
31-2

042-482-8658 ○

東京心臓協会ｸﾘﾆｯｸ 182-0021
東京都調布市調布ヶ丘2-27-
31

042-480-8110 ○

ふしや内科･消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0021
東京都調布市調布ヶ丘3-19-
12 2階

042-485-0248 ○

おぎもと内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0022 東京都調布市国領町2-13-8 042-489-6658 ○

(医社)碧山会ｺｸﾃｨやまうち内科･神経内
科

182-0022
東京都調布市国領町2-5-15ｺ
ｸﾃｨｰ2階

042-488-7651 ○

はすだ内科循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0022
東京都調布市国領町3-1-38ｺ
ｺｽｸｴｱ2階

042-426-8102 ○

須藤ｸﾘﾆｯｸ 182-0022
東京都調布市国領町5-28-8-
100

042-498-1151 ○

(医社)大和会多摩川病院 182-0022 東京都調布市国領町5-31-1 042-483-4114 ○

くろかわｸﾘﾆｯｸ 182-0022
東京都調布市国領町5-70-2ｻ
ﾝ･ﾙ-ｼ-2階

042-444-4880 ○

(医社)鳳笙会濱中めいようｸﾘﾆｯｸ 182-0022 東京都調布市国領町7-33-1 042-452-8970 ○
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佐野医院 182-0022 東京都調布市国領町7-66-29 042-482-4673 ○

なかやまｸﾘﾆｯｸ 182-0022
東京都調布市国領町8-2-2ｺ
ﾅ･ｳﾞｨﾚｯｼﾞ調布国領219

042-426-0557 ○

(医社)徳久会国領めいようｸﾘﾆｯｸ 182-0022 東京都調布市国領町8-6-8 042-440-1515 ○

そめちﾌｧﾐﾘ-ｸﾘﾆｯｸ 182-0023 東京都調布市染地2-8-3 042-442-3123 ○

(医社)雪友会くわの胃腸科内科 182-0023 東京都調布市染地3-1-1-10C 042-489-1212 ○

多摩川住宅内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0023
東京都調布市染地3-1-816 1
階A2号区画

042-484-2240 ○

調布診療所 182-0024 東京都調布市布田1-24-3 042-483-2557 ○

(医社)蒼流会岡本内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0024
東京都調布市布田1-35-3ﾀﾞｲ
ﾓﾝﾋﾞﾙ2階

042-481-1167 ○

調布おなかと内科のｸﾘﾆｯｸ 182-0024
東京都調布市布田1-50-1ﾌｼﾞ
ﾖｼﾋﾞﾙ201

042-481-3530 ○

(医社)入村会にゅうむら医院 182-0024
東京都調布市布田2-16-2ｽﾃｯ
ｸｽ2階

042-443-6586 ○

(医社)福地会福地ｸﾘﾆｯｸ 182-0024
東京都調布市布田4-20-3ﾏｰﾄ
ﾙｺｰﾄ調布ｻｻﾞﾝ

042-441-5038 ○

ふかざわｸﾘﾆｯｸ 182-0025
東京都調布市多摩川5-15-5ﾌﾟ
ﾚｾﾝﾄM203

042-444-3170 ○

(医社)斗星堂会菅間医院 182-0026 東京都調布市小島町1-24-5 042-482-8830 ○

(医社)桐生会桐生ｸﾘﾆｯｸ 182-0026 東京都調布市小島町2-40-10 042-482-3069 ○

小田切医院 182-0026 東京都調布市小島町2-51-1 042-482-8161 ○

(医社)小針会小針ｸﾘﾆｯｸ 182-0026
東京都調布市小島町2-54-4ﾗ
ｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ調布ｼﾃｨ2階

042-443-4567 ○

(医社)ﾗｻﾝﾃくにさわｸﾘﾆｯｸ 182-0033
東京都調布市富士見町2-14-
19三ﾂ木富士見町ﾏﾝｼｮﾝ1階

042-485-8117 ○

山口内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0034 東京都調布市下石原2-32-2 042-440-1886 ○

(医社)桐光会調布病院 182-0034 東京都調布市下石原3-45-1 042-484-2626 ○

辻医院 182-0034 東京都調布市下石原3-60-4 042-482-2891 ○

(医社)医光会西調布井上ｸﾘﾆｯｸ 182-0035
東京都調布市上石原1-38-15
1階-A

042-426-0155 ○

川野医院 182-0035 東京都調布市上石原2-27-9 042-485-5480 ○

(医社)東林会小林内科 182-0035 東京都調布市上石原2-30-22 042-482-8623 ○

(医社)MSO中村医院 182-0035 東京都調布市上石原2-44-15 042-482-2036 ○

飛田給内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0036
東京都調布市飛田給1-28-2
平原ﾋﾞﾙ1階

042-497-6380 ○
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もちづき整形外科 内科･ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ 194-0001
東京都町田市つくし野2-26-
45

042-796-1204 ○

中澤医院 194-0001
東京都町田市つくし野3-13-
40

042-795-5415 ○

すずかけ台診療所 194-0001 東京都町田市つくし野3-17-9 042-795-2121 ○

医療法人社団 東八雲会 かどわきｸﾘﾆｯ
ｸ

194-0001 東京都町田市つくし野4-9-8 042-799-2202 ○

たけいち内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0003 東京都町田市小川1-14-1 042-850-6555 ○

医療法人社団 徳丹会 さぬき診療所 194-0003 東京都町田市小川2-25-14 042-706-8766 ○

医療法人社団 十愛会 いとうｸﾘﾆｯｸ 194-0003 東京都町田市小川3-10-5 042-799-6050 ○

医療法人社団 有和会 広瀬ｸﾘﾆｯｸ 194-0003 東京都町田市小川4-17-12 042-799-5161 ○

はなみ内科 194-0004
東京都町田市鶴間1-19-35 南
町田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙI-3F

042-796-1111 ○

医療法人社団 河村会 南町田ｸﾘﾆｯｸ 194-0004
東京都町田市鶴間3-2-2 ｱｰ
ﾍﾞｲﾝ細野3階

042-796-1555 ○

社会医療法人社団 正志会 南町田病院 194-0004 東京都町田市鶴間4-4-1 042-799-6161 ○

医療法人社団 照幸会 町田南ﾎｰﾑｸﾘﾆｯ
ｸ

194-0005
東京都町田市南町田5-3-28
1F

042-788-2581 ○

成田ｸﾘﾆｯｸ 194-0011
東京都町田市成瀬が丘2-23-
16

042-795-1281 ○

甲斐内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0011
東京都町田市成瀬が丘2-24-
2 成瀬ﾋﾞﾙ3階

042-796-8711 ○

医療法人社団 小林ﾒﾃﾞｨｶﾙ こばやし医
院

194-0012 東京都町田市金森1-26-15 042-726-3431 ○

吉野医院 194-0012 東京都町田市金森2-12-31 042-722-5729 ○

栄山医院 194-0012 東京都町田市金森2-25-30 042-722-7430 ○

虫明ｸﾘﾆｯｸ 194-0012 東京都町田市金森3-19-11 042-788-5078 ○

医療法人 泉心会 宮崎ｸﾘﾆｯｸ町田 194-0012 東京都町田市金森3-23-1 042-795-2610 ○

みるるｸﾘﾆｯｸ原町田 194-0013 東京都町田市原町田1-15-18 042-710-5300 ○

医療法人社団 絢雄会 佐藤寿一ｸﾘﾆｯｸ 194-0013
東京都町田市原町田1-7-17
ｶﾞﾚﾘｱ町田ﾋﾞﾙ2F

042-710-2251 ○

中島医院 194-0013 東京都町田市原町田2-15-2 042-722-2409 ○

医療法人社団 絢雄会
ﾐｰﾅ町田ｼﾞｪｲｸﾘﾆｯｸ

194-0013
東京都町田市原町田4-1-17
ﾐｰﾅ町田4階

042-732-5120 ○

医療法人社団 中原ﾍﾙｽｹｱ
なかはら脳神経ｸﾘﾆｯｸ

194-0013
東京都町田市原町田4-14-14
Lifixﾋﾞﾙ1F

042-709-3851 ○

やすおか医院 194-0013 東京都町田市原町田4-14-17 042-722-2415 ○
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医療法人社団 多摩医療会 原町田診療
所

194-0013 東京都町田市原町田4-17-11 042-722-6665 ○

よこやま内科 194-0013
東京都町田市原町田4-2-2 ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｽﾍﾟｰｽ町田4階

042-794-6211 ○

医療法人社団 せりがや会 町田せりが
やｸﾘﾆｯｸ

194-0013 東京都町田市原町田4-27-33 042-722-3178 ○

黒江医院 194-0013 東京都町田市原町田6-24-11 042-722-3313 ○

医療法人社団 絢雄会
ﾌｫﾚｽﾄ呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ町田

194-0013
東京都町田市原町田6-28-15
ｸﾛﾉｽ町田1F

042-710-4100 ○

原町田さわだ内科･泌尿器科 194-0013
東京都町田市原町田6-29-3
新原町田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ102

042-851-7818 ○

医療法人社団 小林ﾒﾃﾞｨｶﾙ こばやしｸﾘ
ﾆｯｸ

194-0013
東京都町田市原町田6-3-3 町
映ﾋﾞﾙ4F

042-710-3183 ○

木下内科胃腸科 194-0014 東京都町田市高ヶ坂3-7-11 042-728-5884 ○

仁愛医院 194-0014 東京都町田市高ヶ坂6-19-31 042-728-1055 ○

鹿島内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0015
東京都町田市金森東1-25-29 金
森ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA棟1号室

042-710-1800 ○

熊谷医院 194-0015 東京都町田市金森東4-33-4 042-795-5325 ○

中村内科 194-0015
東京都町田市金森東4-42-28
ﾜﾀﾔﾋﾞﾙNO.2 1FA

042-799-6656 ○

医療法人社団 理幹会 小阪内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0015 東京都町田市金森東4-44-3 042-799-3933 ○

医療法人社団 三友会 あけぼの病院 194-0021 東京都町田市中町1-23-3 042-728-1111 ○

川口内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0021
東京都町田市中町1-30-24 織
田ﾋﾞﾙ1F

042-725-6206 ○

小田桐医院 194-0021 東京都町田市中町1-3-20 042-722-3172 ○

町田ｴｰﾙｸﾘﾆｯｸ 194-0021 東京都町田市中町1-9-22 042-739-5533 ○

もとはしｸﾘﾆｯｸ 194-0021 東京都町田市中町2-14-10 042-727-9930 ○

なかまち内科･外科医院 194-0021 東京都町田市中町3-15-17 042-725-0028 ○

ｱﾂﾐ医院 194-0021 東京都町田市中町3-6-13 042-722-2185 ○

医療法人社団 武寿会 町田ﾒﾝﾀﾙ内科ｸ
ﾘﾆｯｸ

194-0022 東京都町田市森野1-25-15 042-710-2207 ○

飯田内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0022
東京都町田市森野1-33-12 ｱ
ﾑｰﾙ森野1階

042-725-3801 ○

町田駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0022
東京都町田市森野1-39-16渋
谷一樹ﾋﾞﾙ3F

042-722-7373 ○

いしかわ内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0022 東京都町田市森野4-21-5 042-727-4970 ○

医療法人社団 内山胃腸科 194-0023 東京都町田市旭町1-15-23 042-728-1371 ○

9/18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

医療法人社団 史世会 町田胃腸病院 194-0023 東京都町田市旭町1-17-21 042-726-6511 ○

玉川学園土屋ｸﾘﾆｯｸ 194-0031 東京都町田市南大谷219-23 042-729-5228 ○

ちょう内科医院 194-0032 東京都町田市本町田2938-1 042-729-5341 ○

医療法人社団 幸益会 川村ｸﾘﾆｯｸ 194-0032
東京都町田市本町田2943-1
ﾏﾝｼｮﾝｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ201

042-724-7727 ○

藤の台診療所 194-0032
東京都町田市本町田3486 藤
の台団地1-55

042-722-2832 ○

医療法人社団 恭啓会 小野寺ｸﾘﾆｯｸ 194-0032
東京都町田市本町田4394-9
ｻﾝ･ﾆｭｰｳﾞｨﾗ町田

042-732-5605 ○

医療法人社団 三翔会 おか脳神経外科 194-0034 東京都町田市根岸町1009-4 042-798-7337 ○

医療法人社団 藤栄会 ただお整形外
科･内科

194-0035 東京都町田市忠生2-28-5 042-793-0201 ○

医療法人社団 はやしｸﾘﾆｯｸ 194-0035 東京都町田市忠生2-28-7 042-793-3055 ○

医療法人社団 久田会
久田内科･呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ

194-0035 東京都町田市忠生3-20-2 042-793-4114 ○

小出ｸﾘﾆｯｸ 194-0036 東京都町田市木曽東1-15-40 042-721-2918 ○

原内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0036
東京都町田市木曽東1-45-2
ｱｳﾛｰﾗ1階

042-732-5355 ○

医療法人社団 中村ｸﾘﾆｯｸ 194-0036 東京都町田市木曽東3-20-28 042-792-0033 ○

医療法人社団 じゅうめい会 木曽診療
所

194-0036 東京都町田市木曽東4-21-37 042-791-2088 ○

医療法人社団 創生会 町田病院 194-0036 東京都町田市木曽東4-21-43 042-789-0502 ○

医療法人社団 南東京ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 194-0037 東京都町田市木曽西2-18-12 042-789-8100 ○

医療法人社団 順友会
中野ｸﾘﾆｯｸ整形外科･内科

194-0037 東京都町田市木曽西3-20-6 042-793-7776 ○

医療法人 清和会 小室医院 194-0037 東京都町田市木曽西5-1-31 042-791-3465 ○

医療法人社団 金子内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0038 東京都町田市根岸2-1-14 042-792-3010 ○

西村内科 194-0038 東京都町田市根岸2-33-3 042-793-2677 ○

学園ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 194-0041
東京都町田市玉川学園1-21-
15

042-725-8468 ○

医療法人社団 小泉医院 194-0041
東京都町田市玉川学園2-5-
24

042-725-8411 ○

医療法人社団 たまがわ医院 194-0041
東京都町田市玉川学園4-16-
40

042-720-3888 ○

加藤医院 194-0041
東京都町田市玉川学園5-24-
40

042-732-8566 ○

玉川ｸﾘﾆｯｸ 194-0041
東京都町田市玉川学園7-5-6
ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ玉川学園201

042-725-8207 ○
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医療法人社団 幸政会 しあわせ野医院 194-0043 東京都町田市成瀬台2-40-1 042-739-0477 ○

医療法人社団 公朋会 西嶋医院 194-0043
東京都町田市成瀬台3-8-18 1
階

042-726-7871 ○

大村内科医院 194-0043 東京都町田市成瀬台3-8-4 042-721-2001 ○

近藤医院 194-0044 東京都町田市成瀬1-6-7 042-728-6898 ○

成瀬小林医院 194-0044 東京都町田市成瀬8-4-33 042-725-2233 ○

医療法人社団 高和会 成瀬皮ﾌ科診療
所

194-0045
東京都町田市南成瀬1-1-2 ﾌﾟ
ﾗｻﾞ成瀬2階

042-723-2112 ○

とくとみ内科消化器科医院 194-0045 東京都町田市南成瀬1-19-4 042-729-1616 ○

医療法人社団 園田ｸﾘﾆｯｸ 194-0045
東京都町田市南成瀬1-8-21
成瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3A

042-739-7322 ○

医療法人社団 仁誠会 なるせ内科･胃
腸のｸﾘﾆｯｸ

194-0045
東京都町田市南成瀬4-2-35
NCｽｸｴｱ101

042-710-6155 ○

なるせｸﾘﾆｯｸ 194-0046 東京都町田市西成瀬1-57-17 042-721-6686 ○

医療法人社団 良恵会 平野ｸﾘﾆｯｸ 194-0046
東京都町田市西成瀬3-18-1ｼ
ﾃｨﾊｳｽｼﾞｭﾗｲ102号

042-732-1321 ○

Dr.はん診療所 194-0203
東京都町田市図師町1782 吉
野ﾋﾞﾙ1F

042-789-7270 ○

医療法人社団 松友会 上相原病院 194-0211 東京都町田市相原町5098 042-782-9311 ○

青木医院 194-0211 東京都町田市相原町810 042-770-4114 ○

おやま内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0212 東京都町田市小山町233-1 042-860-0326 ○

こじま内科 194-0212 東京都町田市小山町3245-1 042-770-2513 ○

医療法人社団 さくらﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 194-0213
東京都町田市常盤町3200-1
ﾙｰﾗﾙﾋﾙｽﾞ2FA

042-797-9671 ○

たかはしｸﾘﾆｯｸ 194-0213
東京都町田市常盤町3200-1
ﾙｰﾗﾙﾋﾙｽﾞA号室

042-798-7755 ○

医療法人社団 康心会 ふれあい町田ﾎｽ
ﾋﾟﾀﾙ

194-0215 東京都町田市小山ｹ丘1-3-8 042-798-1121 ○

多摩境内科ｸﾘﾆｯｸ 194-0215
東京都町田市小山ｹ丘3-24
多摩境ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

042-703-1920 ○

多摩境きむらｸﾘﾆｯｸ 194-0215 東京都町田市小山ｹ丘5-2-6 042-774-1700 ○

医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院 194-0297
東京都町田市下小山田町
1491

042-797-1511 ○

医療法人財団 明理会 鶴川ｻﾅﾄﾘｳﾑ病
院

195-0051 東京都町田市真光寺町197 042-735-2222 ○

なかの整形外科･内科 195-0053
東京都町田市能ｹ谷1-5-8 鶴
川ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾋﾞﾙ4階-A

042-737-3669 ○

医療法人社団 宏建会 小林ｸﾘﾆｯｸ 195-0053
東京都町田市能ｹ谷1-7-1 ﾀﾞｲ
ﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階

042-735-9990 ○
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医療法人社団 光裕会 田村胃腸科･内
科ｸﾘﾆｯｸ

195-0053 東京都町田市能ｹ谷2-12-6 042-735-5667 ○

医療法人社団 誠裕會 鶴川ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘ
ﾆｯｸ

195-0053 東京都町田市能ｹ谷3-1-5 042-737-7271 ○

ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ悠々 195-0053
東京都町田市能ｹ谷3-2-1 ﾘﾚ
ｲｽ鶴川203

042-860-2061 ○

医療法人社団 増明会 増子ｸﾘﾆｯｸ 195-0053 東京都町田市能ヶ谷7-11-5 042-735-1499 ○

医療法人社団 三医会 鶴川記念病院 195-0054 東京都町田市三輪町1059-1 044-987-1311 ○

医療法人社団 鈴木内科医院 195-0055
東京都町田市三輪緑山3-22-
11

044-988-7057 ○

医療法人社団 VERITAS 入倉ｸﾘﾆｯｸ 195-0057 東京都町田市真光寺2-37-11 042-734-3339 ○

医療法人社団 和真会 はやし内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

195-0057
東京都町田市真光寺2-37-11
鶴川台ﾒﾃﾞｨｶﾙヴｨﾚｯｼﾞ

042-736-5501 ○

鶴川台ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 195-0057 東京都町田市真光寺2-37-7 042-737-1103 ○

医療法人社団 鶴川胃腸科 195-0061 東京都町田市鶴川2-17-1 042-734-1958 ○

かみい医院 195-0061 東京都町田市鶴川3-12-26 042-735-3957 ○

伊藤診療所 195-0061 東京都町田市鶴川4-35-2 042-735-0166 ○

医療法人社団 沼田医院 195-0061 東京都町田市鶴川6-2-1 042-735-2019 ○

医療法人社団 あかね会 鶴川診療所 195-0061
東京都町田市鶴川6-7-1 ﾚｸｾ
ﾙ鶴川202

042-735-2387 ○

にしむら内科ｸﾘﾆｯｸ 195-0062
東京都町田市大蔵町2222-5
NSﾋﾞﾙⅡ-1階

042-708-1024 ○

医療法人社団 星輝会 おおくら医院 195-0062 東京都町田市大蔵町3165 042-737-8020 ○

横沢ｸﾘﾆｯｸ 195-0062
東京都町田市大蔵町5002-2
鶴川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1B-1

042-708-8550 ○

一般財団法人 ひふみ会 まちだ丘の上
病院

195-0064 東京都町田市小野路町11-1 042-735-3731 ○

若山ｸﾘﾆｯｸ 195-0072 東京都町田市金井2-3-18 042-736-7720 ○

医療法人社団 赤岳会
榛名坂たなか内科ｸﾘﾆｯｸ

195-0072 東京都町田市金井3-17-13 042-737-3860 ○

社会福祉法人 賛育会 清風園診療所 195-0072 東京都町田市金井7-17-13 042-735-3000 ○

医療法人社団 宏恵会 牧内科医院 195-0074 東京都町田市山崎町1921-1 042-793-3873 ○

やました内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 195-0074
東京都町田市山崎町2055-2ｸﾞ
ﾗﾝﾊｰﾄ町田B-107

042-794-6327 ○

医療法人財団 福音医療会 ふくいんｸﾘ
ﾆｯｸ

195-0074 東京都町田市山崎町2200 042-791-1307 ○

医療法人社団 仁悠会
しながわ内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ

195-0074 東京都町田市山崎町333-1 042-791-1545 ○
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医療法人社団壮明会山崎内科医院 184-0003 東京都小金井市緑町5-12-17 042-381-1462 ○

かわべ内科ｸﾘﾆｯｸ 184-0003 東京都小金井市緑町2-2-1 042-401-1860 ○

医療法人社団昭彩会待山医院 184-0003 東京都小金井市緑町2-17-10 042-384-5421 ○

共立診療所 184-0004 東京都小金井市本町6-9-38 042-383-5111 ○

医療法人社団鶴亀会小金井つるかめｸﾘ
ﾆｯｸ

184-0004
東京都小金井市本町6-14-
28-301

042-386-3757 ○

久我治子ｸﾘﾆｯｸ 184-0004 東京都小金井市本町5-9-5 042-384-3461 ○

ひらた循環器ｸﾘﾆｯｸ 184-0004 東京都小金井市本町5-40-3 042-401-6157 ○

武蔵小金井ｸﾘﾆｯｸ 184-0004 東京都小金井市本町5-19-33 042-384-0080 ○

医療法人社団公懌会小金井ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

184-0004
東京都小金井市本町5-15-9
栄ﾊｲﾂｴｸｼｰﾄﾞ2階

042-401-2938 ○

小金井あおばｸﾘﾆｯｸ 184-0004
東京都小金井市本町5-15-8
2B

042-383-7149 ○

友利内科ｸﾘﾆｯｸ 184-0004
東京都小金井市本町3-10-13
ﾌｼﾞﾋﾞﾙ1F

042-385-7101 ○

医療法人社団汎愛堂小松外科胃腸科 184-0004 東京都小金井市本町2-20-20 042-381-3346 ○

丸茂医院 184-0004 東京都小金井市本町2-12-1 042-383-2232 ○

浅沼整形外科 184-0004 東京都小金井市本町2-10-20 042-381-2606 ○

小金井太陽病院 184-0004 東京都小金井市本町1-9-17 042-383-5511 ○

はぎｸﾘﾆｯｸ 184-0004
東京都小金井市本町1-18-3 ﾕﾆｰ
ﾌﾞﾙ武蔵小金井ｽｲｰﾄ203B

042-387-1603 ○

医療法人社団恩知会和田ｸﾘﾆｯｸ 184-0004
東京都小金井市本町1ｰ6-2-
112

042-381-1112 ○

むさし小金井診療所 184-0004 東京都小金井市本町1-15-9 042-382-9111 ○

小金井ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 184-0004 東京都小金井市本町1-13-13 042-382-3633 ○

新こがねい呼吸器内科 184-0011
東京都小金井市東町4-8-13
登川ﾋﾞﾙ1F

042-380-9080 ○

医療法人社団うちやまｸﾘﾆｯｸ 184-0011
東京都小金井市東町4-43-
15MKｼﾞｪﾑｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F

042-382-1715 ○

東小金井さくらｸﾘﾆｯｸ 184-0011 東京都小金井市東町4-37-26 042-382-3888 ○

医療法人社団汎和会  さいとう医院 184-0011 東京都小金井市東町4-21-10 042-380-5510 ○

医療法人社団功優会田中整形外科 184-0011 東京都小金井市東町4-16-21 042-388-4976 ○

医療法人社団･一白会菊地脳神経外
科･整形外科

184-0011 東京都小金井市東町3-12-11 0422-31-1220 ○
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医療法人社団総合会武蔵野中央病院 184-0011 東京都小金井市東町1-44-26 0422-31-1231 ○

医療法人社団翠幸会小沢医院 184-0012 東京都小金井市中町4-12-1 042-381-8433 ○

医療法人社団隆誠会宮本内科医院 184-0012 東京都小金井市中町3-7-4 042-381-2219 ○

石川ｸﾘﾆｯｸ 184-0012
東京都小金井市中町2-1-35
ﾏ･ﾒｿﾞﾝ211F

042-386-3386 ○

ｸﾘﾆｯｸ西のくぼ 184-0013
東京都小金井市前原町5-12-
1

042-384-3777 ○

前原診療所 184-0013
東京都小金井市前原町3-17-
1

042-381-1702 ○

社会福祉法人聖ﾖﾊﾈ会桜町病院 184-0005 東京都小金井市桜町1-2-20 042-383-4111 ○

くろだ内科ｸﾘﾆｯｸ 184-0015
東京都小金井市貫井北町3-
27-7

042-386-7288 ○

医療法人社団和修会竹田内科ｸﾘﾆｯｸ 184-0014
東京都小金井市貫井南町5-
20-13

042-381-6627 ○

大見医院 184-0002 東京都小金井市梶野町5-5-6 042-385-2272 ○

ひがこ北口内科ｸﾘﾆｯｸ 184-0002
東京都小金井市梶野町5-11-
5 ﾊﾟﾋﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ2階

042-401-2353 ○

久滋医院 184-0002 東京都小金井市梶野町4-5-7 042-383-2078 ○

くろだ内科医院 184-0002
東京都小金井市梶野町4-11-
13

0422-53-5666 ○

東小金井ｸﾘﾆｯｸ 184-0002
東京都小金井市梶野町2-1-2
1F

0422-56-8630 ○

小平いりえｸﾘﾆｯｸ 187-0001
東京都小平市大沼町1-25-11
ﾋﾞｭｰｺｰﾄ1階

042-349-0131 ○

小平北口ｸﾘﾆｯｸ 187-0001 東京都小平市大沼町2-2-11 042-347-0211 ○

清水小児科内科医院 187-0001 東京都小平市大沼町4-43-32 042-343-2255 ○

矢口内科ｸﾘﾆｯｸ 187-0001 東京都小平市大沼町7-3-2 042-349-1168 ○

松岡内科ｸﾘﾆｯｸ 187-0002
東京都小平市花小金井1-1-
11ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾋﾞﾙ3F

042-426-8080 ○

吉元医院 187-0002
東京都小平市花小金井1-21-
3

042-461-5975 ○

ｴﾑ･ｸﾘﾆｯｸ 187-0002
東京都小平市花小金井1-29-
5

042-451-6626 ○

花小金井ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 187-0002
東京都小平市花小金井1-4-
29-103

042-450-6050 ○

比留間医院 187-0002
東京都小平市花小金井1-9-
15

042-461-1636 ○

ふなびき胃腸ｸﾘﾆｯｸ 187-0002
東京都小平市花小金井1-9-2
ｴｽﾊﾟｼｵ301

042-459-6000 ○

松清医院 187-0002
東京都小平市花小金井3-5-
40

042-463-8128 ○

14/18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

八木ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 187-0002
東京都小平市花小金井6-17-
5

042-460-3861 ○

しみず内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 187-0003
東京都小平市花小金井南町
1-26-35ｱｸﾃｨｵｽ 101

042-450-5288 ○

近藤医院 187-0003
東京都小平市花小金井南町
2-13-13

042-467-2162 ○

まちだｹｱｸﾘﾆｯｸ 187-0003
東京都小平市花小金井南町
2-13-4ｴｸｾﾙｶｵﾘ1F

042-450-6222 ○

いとう小児科 187-0003
東京都小平市花小金井南町
2-21-7

042-465-2288 ○

鈴の木台診療所 187-0011 東京都小平市鈴木町1-228-1 042-341-3256 ○

大林医院 187-0011 東京都小平市鈴木町2-242-4 042-461-7677 ○

鈴木町ｸﾘﾆｯｸ 187-0011
東京都小平市鈴木町2-865-
97

042-401-1170 ○

みどり内科ｸﾘﾆｯｸ 187-0022 東京都小平市上水本町3-3-7 042-328-5111 ○

小城医院 187-0031
東京都小平市小川東町1808-
10

042-342-0036 ○

原田内科ｸﾘﾆｯｸ 187-0031
東京都小平市小川東町4-3-1
萩山団地1号棟110

042-348-8661 ○

加賀美ｸﾘﾆｯｸ 187-0031 東京都小平市小川東町5-5-1 042-341-0655 ○

浦野内科医院 187-0031
東京都東京都小平市小川東
町1-30-9

042-343-1322 ○

松前整形･形成外科･内科 187-0032
東京都小平市小川町1-404-
64

042-344-1666 ○

南台病院 187-0032 東京都小平市小川町1-485 042-341-7111 ○

ゆずるｸﾘﾆｯｸ 187-0032
東京都小平市小川町1-972-7
2F

042-348-8515 ○

こだいら小川町内科 187-0032
東京都小平市小川町2-1317-
11

042-341-0654 ○

かく内科･整形外科 187-0032 東京都小平市小川町2-1858 042-345-7000 ○

新小平ｸﾘﾆｯｸ 187-0032
東京都東京都小平市小川町
2-1975-8

042-312-1185 ○

古坂医院 187-0035
東京都小平市小川西町1-23-
13

042-341-0555 ○

小川ｸﾘﾆｯｸ 187-0035
東京都東京都小平市小川西
町3-11-1

042-341-0653 ○

小平いまき内科ｸﾘﾆｯｸ 187-0041
東京都小平市美園町1-12-6
ｸﾞﾗﾝﾒｰﾙ小平1F

042-312-3820 ○

みその診療所 187-0041 東京都小平市美園町1-2-16 042-342-7270 ○

井上内科ｸﾘﾆｯｸ 187-0042
東京都小平市仲町268-6
ｻﾗｲ仲町101

042-342-0056 ○

あかしあ脳神経外科 187-0042 東京都小平市仲町425-12 042-345-7444 ○

15/18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

仲谷ｸﾘﾆｯｸ 187-0043
東京都小平市学園東町3-3-
36

042-341-5270 ○

喜平橋耳鼻咽喉科 187-0044 東京都小平市喜平町1-7-26 042-332-3387 ○

一橋病院 187-0045
東京都小平市学園西町1-2-
25

042-343-1311 ○

湯川医院 187-0045
東京都小平市学園西町1-25-
23

042-344-1118 ○

鈴木小児科内科医院 187-0045
東京都小平市学園西町2-11-
28

042-341-0353 ○

真能ｸﾘﾆｯｸ 187-0045
東京都小平市学園西町2-13-
37ｶﾐﾃﾞﾋﾞﾙ2F

042-342-8280 ○

宮村ｸﾘﾆｯｸ 187-0045
東京都小平市学園西町2-13-
37ｶﾐﾃﾞﾋﾞﾙ3F

042-342-5588 ○

浮田医院 187-0045
東京都小平市学園西町2-6-
10

042-341-0348 ○

緑成会病院 187-8585
東京都小平市小川西町2-35-
1

042-341-3011 ○

高瀬内科ｸﾘﾆｯｸ 191-0002
東京都日野市新町1-20-3
ｴｽﾍﾟﾗｰﾙ1F

042-582-7228 ○

たかなしｸﾘﾆｯｸ 191-0002
東京都日野市新町1-22-5
ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ101

042-585-2347 ○

医療法人社団健生会
日野台診療所

191-0003 東京都日野市日野台4-26-16 042-581-6175 ○

くちらｸﾘﾆｯｸ 191-0003 東京都日野市日野台5-19-2 042-583-6515 ○

高品ｸﾘﾆｯｸ 191-0011
東京都日野市日野本町1-12-
13

042-583-7822 ○

医療法人社団のぞみの朋
日野のぞみｸﾘﾆｯｸ

191-0011
東京都日野市日野本町2-14-
9三浦ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ105号

042-843-1445 ○

医療法人社団厚潤会         花輪病院 191-0011
東京都日野市日野本町3-14-
15

042-582-0061 ○

ｱｶｼｱｸﾘﾆｯｸ 191-0011
東京都日野市日野本町4-1-9
ｴﾝｼﾞｭ1F

042-587-8616 ○

日野医院 191-0011 東京都日野市日野本町4-3-1 042-581-0309 ○

石田ｸﾘﾆｯｸ 191-0012
東京都日野市日野1027-1
MIYABI BLDG. 2F

042-843-2608 ○

塩谷医院 191-0012 東京都日野市日野1077-33 042-581-0158 ○

医療法人社団康明会         康明会ﾎｰﾑ
ｹｱｸﾘﾆｯｸ

191-0012
東京都日野市日野1451-1
ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞ日野ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

042-589-0009 ○

医療法人社団青秀会           ｸﾞﾚｲｽ病
院

191-0013 東京都日野市宮248 042-584-5119 ○

医療法人社団順松会          おおしろｸﾘ
ﾆｯｸ

191-0016
東京都日野市神明3-6-16
ｱﾒﾆﾃｨ明和館1F-1

042-589-6780 ○

医療法人社団山本ｸﾘﾆｯｸ 191-0016 東京都日野市神明4-24-1 042-584-5633 ○

医療法人社団ﾌﾚｱ
にしくぼｸﾘﾆｯｸ

191-0021 東京都日野市石田2-9-21 042-589-3532 ○
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医療法人社団桃實会
青和ｸﾘﾆｯｸ

191-0022 東京都日野市新井865-3 042-594-1900 ○

医療法人社団土方ｸﾘﾆｯｸ 191-0024 東京都日野市万願寺1-13-1 042-587-7171 ○

医療法人社団正永会
ﾆｼﾑﾗ整形外科

191-0024 東京都日野市万願寺1-13-5 042-587-2220 ○

医療法人社団回心会         回心堂第二
病院

191-0024 東京都日野市万願寺2-34-3 042-584-0099 ○

中井内科ｸﾘﾆｯｸ 191-0024
東京都日野市万願寺5-6-14
ｶﾚﾗｴｲﾄ1F

042-583-7675 ○

高幡駅前川崎ｸﾘﾆｯｸ 191-0031
東京都日野市高幡1000-2
三井住友銀行高幡不動ﾋﾞﾙ6F

042-599-0036 ○

高幡内科 191-0031
東京都日野市高幡1001-3
ﾌﾟﾚﾐｰﾙ高幡3F

042-591-2848 ○

鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 191-0031
東京都日野市高幡1009-7
TIKﾋﾞﾙ2F

042-599-7021 ○

医療法人社団徹緑会          井上ｸﾘﾆｯｸ 191-0031
東京都日野市高幡145
岡崎ﾋﾞﾙ201

042-593-8988 ○

朝比奈ｸﾘﾆｯｸ 191-0031 東京都日野市高幡15 042-506-5117 ○

医療法人社団もりくぼ会        森久保ｸﾘ
ﾆｯｸ

191-0031
東京都日野市高幡328
森久保医療ﾓｰﾙ101

042-594-6778 ○

医療法人社団方伎会          石川ｸﾘﾆｯｸ 191-0031 東京都日野市高幡6-3 042-593-8113 ○

もぐさ園三沢台診療所 191-0032 東京都日野市三沢2-12-13 042-592-0466 ○

田中内科ｸﾘﾆｯｸ 191-0032
東京都日野市三沢3-53-9
鈴蘭ﾋﾞﾙ2F

042-593-7576 ○

医療法人社団平成優和会       百草の
森ふれあいｸﾘﾆｯｸ

191-0033 東京都日野市百草1042-22 042-599-7068 ○

百草園駅前ｸﾘﾆｯｸ 191-0033
東京都日野市百草204-1
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭｰ石神D1

042-599-3266 ○

医療法人社団草和会
松田整形外科医院

191-0033
東京都日野市百草999
百草医療ｾﾝﾀｰ内

042-593-8175 ○

寺田医院 191-0034 東京都日野市落川2011-11 042-591-2852 ○

さいとう内科ｸﾘﾆｯｸ 191-0041
東京都日野市南平4-10-4 2-
B

042-591-0100 ○

医療法人社団清光会         柴山内科医
院

191-0041 東京都日野市南平5-1-21 042-594-3688 ○

医療法人社団中川ｸﾘﾆｯｸ 191-0041 東京都日野市南平7-18-11 042-594-0313 ○

福岡医院 191-0041 東京都日野市南平8-10-27 042-591-3600 ○

医療法人社団緑のこころ
南平山の上ｸﾘﾆｯｸ

191-0041 東京都日野市南平8-4-26 042-599-7877 ○

原ｸﾘﾆｯｸ 191-0042 東京都日野市程久保3-18-30 042-591-6613 ○

京王平山ｸﾘﾆｯｸ 191-0043 東京都日野市平山2-37-8 042-592-5111 ○
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医療法人社団心施会
平山城址腎ｸﾘﾆｯｸ

191-0043
東京都日野市平山5-38-1
平山城址公園駅前ﾋﾞﾙ

042-599-2311 ○

牛尾医院 191-0043 東京都日野市平山6-5-13 042-591-2001 ○

虚白堂醫院 191-0053 東京都日野市豊田1-22-4 042-589-1777 ○

医療法人社団康明会
康明会病院

191-0053 東京都日野市豊田2-32-1 042-584-5251 ○

野田医院 191-0053 東京都日野市豊田3-27-8 042-581-0435 ○

医療法人社団小林医院 191-0053 東京都日野市豊田4-34-4 042-581-0433 ○

いしかわ内科医院 191-0053
東京都日野市豊田4-34-7
ｵｰﾁｬｰﾄﾞ1階

042-589-2244 ○

医療法人社団佐々木ｸﾘﾆｯｸ
佐々木ｸﾘﾆｯｸ豊田

191-0054 東京都日野市東平山3-1-1 042-585-8063 ○

松浦医院 191-0061 東京都日野市大坂上2-7-15 042-581-0463 ○

原脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 191-0062
東京都日野市多摩平1-3-14-
1F

042-514-8550 ○

医療法人社団報健会 胃腸内科･ 下肢
静脈瘤 森末ｸﾘﾆｯｸ

191-0062 東京都日野市多摩平1-4-19 042-589-3030 ○

医療法人社団佐々木ｸﾘﾆｯｸ
佐々木ｸﾘﾆｯｸ多摩平

191-0062 東京都日野市多摩平1-8-10 042-585-2591 ○

医療法人社団明康会          石塚医院 191-0062
東京都日野市多摩平2-3-4
ｵﾘｴﾝﾄ丹野ﾏﾝｼｮﾝ豊田

042-584-4111 ○

医療法人社団大日会
太陽ｸﾘﾆｯｸ

191-0062
東京都日野市多摩平2-5-1
ｸﾚヴｨｱ豊田RESIDENCE110

042-843-1686 ○

堀井内科ｸﾘﾆｯｸ 191-0062
東京都日野市多摩平2-5-3
豊田ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ1F

042-589-0730 ○

医療法人社団充会
多摩平の森の病院

191-0062 東京都日野市多摩平3-1-17 042-843-1777 ○

関根ｸﾘﾆｯｸ 191-0062
東京都日野市多摩平3-12-3
福博ﾋﾞﾙ ｸﾚｾﾝﾄﾊｲﾂ1F

042-843-2383 ○

日野市立病院 191-0062 東京都日野市多摩平4-3-1 042-581-2677 ○

小松医院 191-0062 東京都日野市多摩平4-9-1 042-581-0474 ○

望月医院 191-0062 東京都日野市多摩平6-31-4 042-581-0504 ○

多摩平小児科 191-0062 東京都日野市多摩平7-6-3 042-584-6002 ○
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