
医療法人 常磐会 渡辺昭医院 124-0024 東京都新小岩2-1-21-1F 03-3651-6500 ○ ○

たかねﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 135-0021 東京都中野区丸山2-27-13 03-5356-8120 ○

宝山ｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都祐天寺1-18-9-1F 03-6451-0126 ○

かえで内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0003
東京都武蔵野吉祥寺南町2-
17-2

0422-24-7065 ○

国領内科･消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 182-0022
東京都調布国領町3-3-20よろ
ずやﾋﾞﾙ2階

042-426-9509 ○

西府駅前ｸﾘﾆｯｸ 183-0031
東京都府中西府町1丁目53番
地の1 西府駅前ﾋﾞﾙ1F

042-362-7711 ○

福沢内科 185-0001 東京都国分寺市北町5-7-2 042-324-7119 ○

山口医院 185-0003 東京都国分寺市戸倉2-11-55 042-322-0121 ○

行野医院 185-0003 東京都国分寺市戸倉2-26-16 042-572-4416 ○

伊佐治内科 185-0003 東京都国分寺市戸倉4-45-5 042-300-1347 ○

医療法人社団観桜会 さくら医院 185-0011 東京都国分寺市本多1-3-15 042-320-5377 ○

医療法人社団仁照会 のむらｸﾘﾆｯｸｽｸｴ
ｱ

185-0011 東京都国分寺市本多1-8-3 042-325-0087 ○

ふじまきｸﾘﾆｯｸ 185-0011 東京都国分寺市本多2-1-1 042-328-1598 ○

くろさわ子ども&内科ｸﾘﾆｯｸ 185-0011 東京都国分寺市本多3-7-25 042-323-9630 ○

小林内科医院 185-0012 東京都国分寺市本町1-7-3 042-300-2072 ○

たかの内科･脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 185-0012
東京都国分寺市本町2-10-9
島田ﾋﾞﾙ2階

042-312-4110 ○

医療法人社団緑杉会 本町ｸﾘﾆｯｸ 185-0012 東京都国分寺市本町2-7-10 042-324-6643 ○

多摩ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 185-0012 東京都国分寺市本町3-11-14 042-301-3001 ○

医療法人社団南山寿会 中島内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

185-0012 東京都国分寺市本町3-13-1 042-327-3888 ○

三多摩医療生活協同組合 国分寺診療
所

185-0012 東京都国分寺市本町4-12-14 042-325-0766 ○

医療法人社団 芦谷医院 185-0013
東京都国分寺市西恋ヶ窪2-
17-14

042-321-3678 ○

なおはら内科･循環器科ｸﾘﾆｯｸ 185-0013
東京都国分寺市西恋ヶ窪2-2-
1

042-328-7100 ○

西国分寺ｸﾘﾆｯｸ 185-0013
東京都国分寺市西恋ヶ窪3-
24-3

042-326-7011 ○

加藤内科ｸﾘﾆｯｸ 185-0013
東京都国分寺市西恋ヶ窪4-
16-11

042-321-2110 ○

医療法人社団栄会 にしおｸﾘﾆｯｸ 185-0013
東京都国分寺市西恋ｹ窪4-
30-3

042-320-5580 ○
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社会福祉法人浴光会国分寺病院 185-0014
東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-
2

042-322-0123 ○

医療法人社団 高橋内科ｸﾘﾆｯｸ 185-0014
東京都国分寺市東恋ヶ窪6-2-
6

042-322-7676 ○

医療法人社団 波多野ｸﾘﾆｯｸ 185-0021 東京都国分寺市南町2-1-36 042-324-2757 ○

医療法人社団徳正会
 ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞ科ひらまつ内科

185-0021 東京都国分寺市南町2-17-5 042-301-1111 ○

岡﨑ｸﾘﾆｯｸ 185-0021 東京都国分寺市南町3-11-13 042-359-6199 ○

海沼内科 185-0021 東京都国分寺市南町3-1-29 042-322-4130 ○

いわいｸﾘﾆｯｸ 185-0021
東京都国分寺市南町3-9-25-
115

042-325-1102 ○

医療法人社団蛍仁会 東元町内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

185-0022
東京都国分寺市市東元町4-
14-1

042-324-5688 ○

医療法人社団啓医会 国分寺内科中央
病院

185-0022
東京都国分寺市東元町2-3-
19

042-322-0131 ○

知念医院 185-0022
東京都国分寺市東元町3-31-
8

042-321-1076 ○

医療法人社団実幸会 武蔵国分寺公園
ｸﾘﾆｯｸ

185-0023
東京都国分寺市西元町2-16-
34

042-320-4970 ○

やながわ内科ｸﾘﾆｯｸ 185-0024 東京都国分寺市泉町2-9-3 042-320-5055 ○

奥山内科ｸﾘﾆｯｸ 185-0024 東京都国分寺市泉町3-13-8 042-321-1115 ○

山﨑小児科 185-0031
東京都国分寺市富士本2-1-
28

042-573-1181 ○

山﨑内科 185-0031
東京都国分寺市富士本2-1-
28

042-573-1181 ○

田野入内科ｸﾘﾆｯｸ 185-0032
東京都国分寺市日吉町3-15-
22

042-327-3332 ○

新川医院 185-0034 東京都国分寺市光町1-39-13 042-572-7850 ○

社会医療法人社団健生会 国分寺ひか
り診療所

185-0034 東京都国分寺市光町3-13-34 042-573-4011 ○

医療法人社団碧桐会国立駅前あき乃ｸﾘ
ﾆｯｸ

186-0001
東京都国立市北1-7-1 ｸﾚｯｾﾝ
ﾄ国立ﾃﾞｨｱﾅﾌﾟﾚｲｽ126

042-580-1255 ○

北沢内科ｸﾘﾆｯｸ 186-0001
東京都国立市北1-7-4 国立
HAUS 1F

042-575-2411 ○

ゆきさだ内科 186-0001 東京都国立市北2-19-20 042-580-2217 ○

国立さくら病院 186-0002 東京都国立市東1-19-10 042-577-1011 ○

国立内科ｸﾘﾆｯｸ 186-0002
東京都国立市東1-4-13 COI
国立ﾋﾞﾙ7F

042-580-1024 ○

医療法人社団ﾕｽﾀｳﾞｨｱ ｸﾘﾆｯｸみらい国
立

186-0002
東京都国立市東1-6-9 ﾅｶﾀﾆ
ﾋﾞﾙ

042-505-7560 ○

医療法人社団祥白会河井内科 186-0002
東京都国立市東1-8-6 国立ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

042-580-0117 ○
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医療法人社団博真会かねしげｸﾘﾆｯｸ 186-0002 東京都国立市東2-5-13 042-580-7811 ○

松尾医院 186-0002 東京都国立市東3-13-29 042-576-1612 ○

谷保駅前相互診療所 186-0003
東京都国立市富士見台1-17-
36

042-576-3896 ○

水永医院 186-0003
東京都国立市富士見台1-40-
6

042-576-8800 ○

医療法人社団健明会谷保北口内科 186-0003
東京都国立市富士見台2-18-
8

042-577-7501 ○

国立ふじみ内科 186-0003
東京都国立市富士見台2-45-12
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ国立101-A

042-571-9900 ○

富士見台すずきｸﾘﾆｯｸ 186-0003
東京都国立市富士見台2-9-2
ｳﾞｪﾙﾃﾞｽ国立1F

042-843-0564 ○

さくら通りｸﾘﾆｯｸ 186-0003
東京都国立市富士見台3-22-
25

042-580-0075 ○

矢川ｸﾘﾆｯｸ 186-0003
東京都国立市富士見台3-36-
6 ﾎﾜｲﾄｾﾝﾁｭﾘｰ三田101

042-580-5358 ○

松田内科ｸﾘﾆｯｸ 186-0003
東京都国立市富士見台4-41-1 ｸﾞﾗ
ﾝｿｼｴ国立 ｳｴｽﾄｳｲﾝｸﾞ139号A

042-573-0010 ○

国立中央診療所 186-0004 東京都国立市中1-14-10 042-576-0606 ○

三多摩医療生活協同組合くにたち南口
診療所

186-0004
東京都国立市中1-16-25 ｼｬﾄ
ﾚｸｲﾝﾃｽ国立1F

042-577-8953 ○

岡産婦人科 186-0004 東京都国立市中1-18-13 042-572-0368 ○

医療法人社団西田会西田医院 186-0004 東京都国立市中1-20-4 042-572-0517 ○

国立駅前腎ｸﾘﾆｯｸ 186-0004
東京都国立市中1-9-1 増田ﾋﾞ
ﾙ3F

042-576-1511 ○

臼井医院 186-0004 東京都国立市中2-17-1 042-572-1080 ○

広瀬医院 186-0005 東京都国立市西1-12-1 042-575-0151 ○

国立聖林ｸﾘﾆｯｸ 186-0005
東京都国立市西2-10-10 国立
ｵﾘｴﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ101号室

042-580-6102 ○

医療法人社団つくし会新田ｸﾘﾆｯｸ 186-0005 東京都国立市西2-26-29 042-574-3355 ○

大久保医院 186-0011 東京都国立市谷保7224 042-572-7775 ○

医療法人社団国立あおやぎ会みのわ通
りｸﾘﾆｯｸ

186-0013 東京都国立市青柳3-2-4 042-548-5300 ○

医療法人社団慈秀会 石田ｸﾘﾆｯｸ 188-0001
東京都西東京市谷戸町1-23-
13

042-421-9905 ○

たなか内科･ﾘｳﾏﾁ科ｸﾘﾆｯｸ 188-0001
東京都西東京市谷戸町2-1-
41ひばりが丘ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ1F

042-452-6878 ○

ひばりヶ丘ｸﾘﾆｯｸ 188-0001
東京都西東京市谷戸町2-15-
11 高野ﾋﾞﾙ1F

042-422-2959 ○

医療法人社団三碧会 はるｸﾘﾆｯｸ 188-0001
東京都西東京市谷戸町3-23-
1 K･flat1F

042-425-1178 ○

3/19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

ひろｸﾘﾆｯｸ 188-0001
東京都西東京市谷戸町3-26-
7

042-423-2784 ○

医療法人社団宏智会 中沢耳鼻咽喉科 188-0001
東京都西東京市谷戸町3-28-
16

042-421-3322 ○

医療法人財団緑秀会 田無病院 188-0002 東京都西東京市緑町3-6-1 042-461-2682 ○

酒枝医院 188-0003
東京都西東京市北原町2-1-
38

042-461-4944 ○

小野内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 188-0004
東京都西東京市西原町5-1-8
西原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

042-450-5535 ○

医療法人社団皐月会 平井内科小児科 188-0011
東京都西東京市田無町4-17-
18 ﾄﾞﾐｰﾙ田無1F

042-463-4147 ○

医療法人社団吾勢会 指田医院 188-0011
東京都西東京市田無町4-2-
11

042-461-1128 ○

医療法人社団時正会 佐々総合病院健
診ｾﾝﾀｰ

188-0011
東京都西東京市田無町4-24-
15

042-461-1535 ○

しげみつﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 188-0011
東京都西東京市田無町5-4-
13 ﾊﾏﾏﾝｼｮﾝ第二 1階

042-452-7411 ○

医療法人社団敬康会 やまぐち内科眼
科ｸﾘﾆｯｸ

188-0011
東京都西東京市田無町7-16-
30-1階

042-462-7578 ○

田村医院 188-0011
東京都西東京市田無町7-3-
17

042-461-8441 ○

医療法人社団 秀友会 ひらつか内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

188-0012
東京都西東京市南町2-1-14
新倉ﾋﾞﾙ1F

042-420-6661 ○

坂上医院 188-0012 東京都西東京市南町3-17-8 042-467-4110 ○

医療法人社団ﾋﾏﾜﾘ会 畑中医院 188-0012 東京都西東京市南町3-22-8 042-461-3209 ○

医療法人社団ゆずりは 永田外科胃腸
内科

188-0012 東京都西東京市南町4-12-6 042-465-8530 ○

すがひろ内科ｸﾘﾆｯｸ 188-0012
東京都西東京市南町4-3-2 ｻ
ｳｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ2F

042-464-3226 ○

田無循環器ｸﾘﾆｯｸ 188-0012
東京都西東京市南町5-1-8 田
無ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1階

042-461-1711 ○

整形外科高橋ｸﾘﾆｯｸ 188-0012 東京都西東京市南町5-3-12 042-461-8822 ○

医療法人社団浩心会 なかやま内科循
環器ｸﾘﾆｯｸ

188-0013
東京都西東京市向台町1-19-
14ﾉｰﾌﾞﾙﾊｲﾂ向台1F

042-450-7710 ○

医療法人沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病
院

188-0013
東京都西東京市向台町3-5-
48

042-465-0700 ○

医療法人社団一雅会 野田医院 188-0013
東京都西東京市向台町3-6-
10

042-467-1810 ○

医療法人社団翌檜会 ひがき医院 188-0014
東京都西東京市芝久保町1-
11-10

042-462-5521 ○

こみち内科ｸﾘﾆｯｸ 188-0014
東京都西東京市芝久保町1-
5-8ﾊｲﾈｽ田無弐番館104号

042-450-6731 ○

南しばくぼ診療所 188-0014
東京都西東京市芝久保町2-
22-36

042-461-3764 ○

医療法人社団東光会 西東京中央総合
病院

188-0014
東京都西東京市芝久保町2-
4-19

042-464-1511 ○
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医療法人社団広香会 がんぼｸﾘﾆｯｸ 188-0014
東京都西東京市芝久保町3-
30-16

042-465-8774 ○

医療法人社団はまなす会 芝久保内科
小児科ｸﾘﾆｯｸ

188-0014
東京都西東京市芝久保町4-
12-45

042-469-6776 ○

(医社)今井ｸﾘﾆｯｸ 189-0001
東京都東村山市秋津町2-23-
2

042-393-7880 ○

(医社)愛結会
愛の泉診療所

189-0001
東京都東村山市秋津町3-12-
3

042-394-4836 ○

(医社)愛生堂
新秋津前村ｸﾘﾆｯｸ

189-0001
東京都東村山市秋津町5-36-
37

042-399-1919 ○

栄光会第一診療所 189-0001
東京都東村山市秋津町5-8-
84

042-391-2418 ○

(医社)まつたに内科ｸﾘﾆｯｸ 189-0001 東京都東村山市秋津町5-9-4 042-399-2022 ○

酒井医院 189-0002
東京都東村山市青葉町2-1-
36

042-393-6901 ○

久保ｸﾘﾆｯｸ 189-0011
東京都東村山市恩多町1-30-
1

042-390-3477 ○

(医社)有明会
万年橋たかやまｸﾘﾆｯｸ

189-0011
東京都東村山市恩多町1-40-
3

042-313-3777 ○

(社福)緑風会
緑風荘病院

189-0012
東京都東村山市萩山町3-31-
1

042-392-1101 ○

(医社)桜陽緑会
水谷医院

189-0013 東京都東村山市栄町1-13-1 042-390-5522 ○

(医社)健永会
久米川内科循環器ｸﾘﾆｯｸ

189-0013
東京都東村山市栄町1-4-26
清光ﾋﾞﾙ202

042-313-7663 ○

小原ｸﾘﾆｯｸ 189-0013 東京都東村山市栄町2-32-20 042-395-0771 ○

(医社)正樹会
ｵｰｸ･ｸﾘﾆｯｸ

189-0013 東京都東村山市栄町2-7-15 042-395-1550 ○

池田内科医院 189-0014 東京都東村山市本町2-20-26 042-391-5581 ○

(医社)喜幸会
川口ｸﾘﾆｯｸ

189-0014
東京都東村山市本町2-3-2ｴﾐ
ﾈﾝｽ東村山

042-397-3741 ○

東村山ﾈﾌﾛｸﾘﾆｯｸ 189-0014
東京都東村山市本町2-4-61ｸ
ﾚｽﾄﾊｲﾑ1F2F

042-394-2128 ○

北多摩生協診療所 189-0014
東京都東村山市本町4-2-32ﾄﾞ
ﾙﾁｪ久米川

042-393-5903 ○

(社福)白十字会
東京白十字病院

189-0021
東京都東村山市諏訪町2-26-
1

042-391-6111 ○

(公財)結核予防会
新山手病院

189-0021 東京都東村山市諏訪町3-6-1 042-391-1425 ○

駅前ﾊｰﾄ内科 189-0022
東京都東村山市野口町1-24-
33ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊｲﾂ1階

042-394-0534 ○

ﾜﾝｽﾞﾀﾜｰすこやかｸﾘﾆｯｸ 189-0022
東京都東村山市野口町1-46ﾜ
ﾝｽﾞﾀﾜｰ4F

042-399-0122 ○

(医社)美永会
美住ｸﾘﾆｯｸ

189-0023
東京都東村山市美住町1-20-
1

042-392-9110 ○

栗須医院 189-0023
東京都東村山市美住町2-18-
36

042-391-5186 ○
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(医財)西武中央病院 189-0024
東京都東村山市富士見町1-
1-43

042-393-1811 ○

廻田ｸﾘﾆｯｸ 189-0025
東京都東村山市廻田町1-31-
54

042-390-4600 ○

医療法人社団珠泉会
いなﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

190-0142 東京都あきる野市伊奈477-1 042-596-0881 ○

医療法人社団 鈴木内科 190-0163 東京都あきる野市舘谷156-2 042-596-2307 ○

小机ｸﾘﾆｯｸ 190-0165 東京都あきる野市小中野160 042-596-3908 ○

馬場内科ｸﾘﾆｯｸ 190-0181
東京都西多摩郡日の出町大
久野1062番地1

042-597-0550 ○

日の出ヶ丘病院 190-0181
東京都西多摩郡日の出町大
久野310番地

042-597-0811 ○

大久野病院 190-0181
東京都西多摩郡日の出町大
久野6416番地

042-597-0873 ○

檜原村国民健康保険檜原診療所 190-0211
東京都西多摩郡檜原村2717
番地

042-598-0115 ○

(医社)久遠会
高沢病院

190-1201
東京都西多摩郡瑞穂町大字
二本木722-1

042-556-2311 ○

石畑診療所 190-1211
東京都西多摩郡瑞穂町大字
石畑207

042-557-0072 ○

医療法人財団 幹人会
菜の花ｸﾘﾆｯｸ

190-1212
東京都西多摩郡瑞穂町大字
殿ｹ谷454

042-557-7995 ○

高水医院 190-1221
東京都西多摩郡瑞穂町大字
箱根ｹ崎282

042-557-0028 ○

医療法人社団 秀三会
栗原医院

190-1221
東京都西多摩郡瑞穂町大字
箱根ｹ崎61

042-557-0100 ○

医療法人社団 竹栄会
みずほｸﾘﾆｯｸ

190-1231
東京都西多摩郡瑞穂町大字
長岡長谷部31-1

042-568-0300 ○

医療法人社団 成蹊会
丸野医院

190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡1
丁目14-9

042-556-5280 ○

医療法人社団 健真会
新井ｸﾘﾆｯｸ

190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡1
丁目51-2

042-557-0018 ○

医療法人社団豊寿会熊川病院 197-0003 東京都福生市熊川154 042-553-3001 ○

医療法人社団杏邦会西村医院 197-0003 東京都福生市熊川927 042-553-0182 ○

桂川内科医院 197-0003 東京都福生市大字熊川428 042-552-1031 ○

医療法人社団桜春会平沢ｸﾘﾆｯｸ 197-0004 東京都福生市南田園1-3-11 042-539-0551 ○

福生団地ｸﾘﾆｯｸ 197-0004
東京都福生市南田園2-16 福
生団地12-111

042-539-3026 ○

医療法人社団大聖病院 197-0011 東京都福生市大字福生871 042-551-1311 ○

医療法人社団高村内科ｸﾘﾆｯｸ 197-0011 東京都福生市福生1044 042-530-2710 ○

医療法人社団悠救会波多野医院 197-0011
東京都福生市福生1046 ｺﾔﾏ
ﾋﾞﾙ3階

042-551-7545 ○
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医療法人社団悦伝会目白第二病院 197-0011 東京都福生市福生1980 042-553-3511 ○

医療法人社団青山医院 197-0011 東京都福生市福生656-1-1F 042-530-3011 ○

医療法人社団麗仁会ささもと整形外科
形成外科ｸﾘﾆｯｸ

197-0011 東京都福生市福生657 042-539-2300 ○

医療法人社団弘福会笠井ｸﾘﾆｯｸ 197-0012
東京都福生市加美平1-15-6
ﾌﾙﾔﾋﾞﾙ1F

042-551-6611 ○

公立福生病院 197-0012 東京都福生市加美平1-6-1 042-551-1111 ○

医療法人社団幹人会福生ｸﾘﾆｯｸ 197-0012 東京都福生市加美平3-35-13 042-551-2312 ○

東福生むさしの台ｸﾘﾆｯｸ 197-0013
東京都福生市武蔵野台1-1-7
ｾﾝﾁｭﾘｰ武蔵野台1F

042-539-1223 ○

医療法人社団福朗会津田ｸﾘﾆｯｸ 197-0014 東京都福生市福生二宮2461 042-513-3656 ○

医療法人社団安井会ｾｻﾞｲ皮ﾌ科･しゅう
いち内科

197-0022 東京都福生市本町7-1 042-551-7889 ○

医療法人社団山口外科医院 197-0023 東京都福生市志茂233 042-553-1177 ○

医療法人社団光輝会ひかりｸﾘﾆｯｸ 197-0023 東京都福生市志茂35-1 042-530-0221 ○

牛浜内科ｸﾘﾆｯｸ 197-0023 東京都福生市志茂62 042-539-1951 ○

島井内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 197-0024
東京都福生市牛浜118-1 ｺｰﾄ
ｴﾚｶﾞﾝｽElle-K2F

042-553-6151 ○

医療法人社団みやざき胃腸外科 197-0024 東京都福生市牛浜147−11 042-539-5580 ○

あきるの杜きずなｸﾘﾆｯｸ 197-0164
東京都あきる野市五日市149-
1

042-596-6736 ○

医療法人社団みやびの会 あきる野総
合ｸﾘﾆｯｸ

197-0802 東京都あきる野市草花1439-9 042-518-2088 ○

医療法人社団豊信会 草花ｸﾘﾆｯｸ 197-0802 東京都あきる野市草花2724 042-558-7127 ○

あべｸﾘﾆｯｸ 197-0803
東京都あきる野市瀬戸岡474-
6

042-558-7730 ○

医療法人社団優和会 佐藤内科循環器
科ｸﾘﾆｯｸ

197-0804 東京都あきる野市秋川2-5-1 042-550-7831 ○

医療法人社団昭公会 樋口ｸﾘﾆｯｸ 197-0804 東京都あきる野市秋川3-7-5 042-559-8122 ○

医療法人財団 暁 あきる台病院 197-0804 東京都あきる野市秋川6-5-1 042-559-5761 ○

医療法人社団秀仁会 櫻井病院 197-0811
東京都あきる野市原小宮1-
14-11

042-558-7007 ○

あきるの内科ｸﾘﾆｯｸ 197-0814 東京都あきる野市二宮1011 042-558-5850 ○

米山医院 197-0814 東京都あきる野市二宮1133 042-558-9131 ○

瀬戸岡医院 197-0814 東京都あきる野市二宮1240 042-558-3930 ○
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医療法人社団幸誠会 星野小児科内科
ｸﾘﾆｯｸ

197-0822
東京都あきる野市小川東1-
19-20-1F

042-559-7332 ○

医療法人社団桜幸会 さくらｸﾘﾆｯｸ 197-0823 東京都あきる野市野辺1003 042-559-0118 ○

近藤医院 197-0827 東京都あきる野市油平35 042-558-0506 ○

医療法人社団蹊洋会
朱膳寺内科ｸﾘﾆｯｸ

197-0828 東京都あきる野市秋留1-1-10    予約専用042-550-7330問合せ用042-559-9201 ○

医療法人社団腎洋会 奥村整形外科 197-0831 東京都あきる野市下代継19-1 042-518-2730 ○

医療法人社団厚仁会 奥野医院 197-0831
東京都あきる野市下代継95-
11

042-559-2568 ○

まつむらこどもｸﾘﾆｯｸ 197-0834
東京都あきる野市引田225 丸
徳ﾋﾞﾙ101

042-559-3322 ○

医療法人社団仁葉会 葉山医院 197-0834 東京都あきる野市引田552 042-558-0543 ○

公立阿伎留医療ｾﾝﾀｰ 197-0834 東京都あきる野市引田78-1 042-558-0321 ○

古里診療所 198-0105
東京都西多摩郡奥多摩町小
丹波82

0428-85-2226 ○

奥多摩病院 198-0212
東京都西多摩郡奥多摩町氷
川1,111

0428-83-2145 ○

川辺医院 198-0212
東京都西多摩郡奥多摩町氷
川177

0428-83-2136 ○

双葉会診療所 198-0213
東京都西多摩郡奥多摩町海
沢500

0428-83-3454 ○

水口内科皮ﾌ科 201-0001
  東京都狛江市西野川 4-40-
4

03-3480-5520 ○

柏田内科ｸﾘﾆｯｸ 201-0001 東京都狛江市西野川 1-15-19 03-3430-0222 ○

近藤医院 201-0002 東京都狛江市東野川 1-13-7 03-3489-1035 ○

西山整形外科 201-0002 東京都狛江市東野川 2-20-5 03-5438-4811 ○

松本脳神経外科内科ｸﾘﾆｯｸ 201-0003
東京都狛江市和泉本町1-2-
10

03-5438-2657 ○

西川ｸﾘﾆｯｸ 201-0003 東京都狛江市和泉本町1-6-1 03-3480-2349 ○

藤川医院 201-0003
東京都狛江市和泉本町2-16-
5

03-3489-3859 ○

岩瀬外科内科 201-0003
東京都狛江市和泉本町3 -3-
18

03-3489-3830 ○

喜多見駅前内科ｸﾘﾆｯｸ 201-0004
東京都狛江市岩戸北2-19-
13-102

03-3488-7820 ○

こしじまｸﾘﾆｯｸ 201-0004
東京都狛江市岩戸北3-12-
13-101

03-3488-6083 ○

秋山医院 201-0005 東京都狛江市岩戸南 2-11-9 03-3489-8563 ○

東京多摩病院 201-0005 東京都狛江市岩戸南 2-2-3 03-3489-3191 ○
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ﾄｰﾀｽ往診ｸﾘﾆｯｸ 201-0005
東京都狛江市岩戸南 4-22-7-
102

03-5761-2752 ○

松岡医院 201-0012
  東京都狛江市中和泉 5-10-
18

03-3480-4122 ○

かとうｸﾘﾆｯｸ 201-0012
東京都狛江市中和泉 1-1-1-
4F

03-3430-9911 ○

かたやま内科ｸﾘﾆｯｸ 201-0012 東京都狛江市中和泉 5-1-20 03-3488-6051 ○

かじわらﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 201-0012 東京都狛江市中和泉 5-17-27 03-5761-9091 ○

岩下医院 201-0012 東京都狛江市中和泉 5-20-11 03-3489-3577 ○

狛江はく整形外科 201-0012 東京都狛江市中和泉5-32-8 03-3430-7889 ○

ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸはら 201-0013
東京都狛江市元和泉1-4-4-
2F

03-3480-3992 ○

染谷ｸﾘﾆｯｸ 201-0013
東京都狛江市元和泉1-5-19ﾘ
ﾍﾞﾙﾀ狛江1階

03-3488-3000 ○

佐藤診療所 201-0014 東京都狛江市東和泉 1-3-14 03-3489-1771 ○

いずみたまがわ整形外科 201-0014 東京都狛江市東和泉 3-3-15 03-3430-7116 ○

和泉多摩川ｸﾘﾆｯｸ 201-0014 東京都狛江市東和泉 3-3-9 03-5497-1238 ○

小幡医院 201-0015 東京都狛江市猪方 3-23-1 03-3489-6005 ○

中山耳鼻咽喉科 202-0001
東京都西東京市ひばりが丘2-
11-20

042-421-4187 ○

医療法人社団希照会 ひばりが丘てらむ
らｸﾘﾆｯｸ

202-0001
東京都西東京市ひばりが丘3-
3-16

042-452-3960 ○

医療法人社団紫誠会 ひばりヶ丘北口駅
前ｸﾘﾆｯｸ

202-0002
東京都西東京市ひばりが丘北
3-3-30ｴｸﾚｰﾙひばり1階

042-439-4976 ○

ﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 202-0002
東京都西東京市ひばりが丘北
3-5-13

042-424-5678 ○

医療法人社団藤原会 藤原医院 202-0002
東京都西東京市ひばりが丘北
4-8-4

042-421-6168 ○

保谷北町かなざわﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 202-0003
東京都西東京市北町1-6-1
ﾚｯﾂﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

042-439-6916 ○

医療法人社団ｴｷｯﾌﾟ みわ内科ｸﾘﾆｯｸ 202-0004
東京都西東京市下保谷4-12-
2 ﾒｿﾞﾝ泉1F

042-438-7188 ○

桑原内科ｸﾘﾆｯｸ 202-0004
東京都西東京市下保谷4-13-
23保谷Stﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

042-421-0707 ○

医療法人社団章曜会 宇佐美整形外科
医院

202-0004
東京都西東京市下保谷4-2-
19

042-423-8228 ○

医療法人社団 さいとう小児科内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

202-0004
東京都西東京市下保谷4-2-
21

042-421-7201 ○

医療法人社団敬生会 なかじょう内科 202-0005
東京都西東京市住吉町3-9-8
ひばりヶ丘ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2F

042-438-6117 ○

竹内内科ｸﾘﾆｯｸ 202-0005
東京都西東京市住吉町4-16-
4

042-421-6620 ○
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保谷内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 202-0005
東京都西東京市住吉町6-1-
26

042-458-7870 ○

医療法人社団花みずき会 保谷厚生病
院

202-0006 東京都西東京市栄町1-17-18 042-424-6640 ○

医療法人社団曙新泉会 知念医院 202-0011
東京都西東京市泉町1-11-14
上宿ﾋﾞﾙ1F

042-467-7788 ○

安部医院泉町分院 202-0011 東京都西東京市泉町2-16-11 042-421-2220 ○

吉川小児科医院 202-0011 東京都西東京市泉町3-1-6 042-421-5253 ○

医療法人社団  保谷中央医院 202-0012 東京都西東京市東町1-5-18 042-421-5011 ○

医療法人社団啓厚会 おぎた内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

202-0012
東京都西東京市東町2-14-12
ﾊﾟﾗﾂｨｰﾅ保谷101

042-478-6597 ○

田村ｸﾘﾆｯｸ 202-0012
東京都西東京市東町4-13-23
ﾒｰﾌﾟﾙヴｨﾚｯｼﾞ1F

042-422-3925 ○

医療法人社団豊聖会 廣川ｸﾘﾆｯｸ 202-0012
東京都西東京市東町4-8-28
JUN西東京市101

042-425-6476 ○

増田医院 202-0012 東京都西東京市東町5-1-11 042-422-6036 ○

医療法人社団有実会 はやし内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

202-0012
東京都西東京市東町6-6-10
西東京ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙB区分

042-423-0452 ○

久内医院 202-0013 東京都西東京市中町2-1-17 042-421-3355 ○

仁徳ｸﾘﾆｯｸ 202-0013 東京都西東京市中町4-7-9 042-424-6696 ○

下田内科ｸﾘﾆｯｸ 202-0014
東京都西東京市富士町1-13-
1

042-478-3508 ○

藤沼内科ｸﾘﾆｯｸ 202-0014
東京都西東京市富士町4-18-
11 ﾌｼﾞﾋﾞﾙ1F

042-466-5105 ○

医療法人社団瑞朋会 富士ｸﾘﾆｯｸ 202-0014 東京都西東京市富士町4-6-9 042-450-6555 ○

医療法人社団昭永会 石川ｸﾘﾆｯｸ 202-0015 東京都西東京市保谷町2-6-1 042-464-1550 ○

たかはし医院 202-0015
東京都西東京市保谷町3-11-
25

042-461-1622 ○

医療法人社団 村市医院 202-0015
東京都西東京市保谷町3-15-
15

042-461-1316 ○

医療法人社団仁明会 安部医院 202-0015
東京都西東京市保谷町3-24-
2

042-461-0781 ○

本町胃腸ｸﾘﾆｯｸ 202-0015
東京都西東京市保谷町4-11-
19

042-467-1511 ○

医療法人社団明心会 やぎさわ循環器ｸ
ﾘﾆｯｸ

202-0015
東京都西東京市保谷町4-5-6
野口ﾋﾞﾙ1F

042-451-5072 ○

馬場医院 202-0015
東京都西東京市保谷町6-15-
2

042-462-9177 ○

ごとう内科 202-0021 東京都西東京市東伏見2-1-6 042-450-5100 ○

医療法人社団啓修会 武村ｸﾘﾆｯｸ 202-0021
東京都西東京市東伏見5-9-
14

042-466-5150 ○

10/19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

医療法人社団啓信会 武村医院 202-0021
東京都西東京市東伏見5-9-
14

042-462-8556 ○

医療法人社団春陽会 大野医院 202-0022 東京都西東京市柳沢1-4-26 042-461-8702 ○

池田ｸﾘﾆｯｸ 202-0022
東京都西東京市柳沢2-3-13
柳沢2丁目ｱﾊﾟｰﾄ110号

042-465-3331 ○

医療法人社団三宝会 川村ｸﾘﾆｯｸ 202-0022
東京都西東京市柳沢6-1-1
HBﾋﾞﾙ2F

042-450-7878 ○

やぎさわ内科･脳神経内科 202-0022
東京都西東京市柳沢6-6-3 ﾄｷ
ﾋﾞﾙ2F 202号室

042-497-6081 ○

武蔵野ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 202-0023 東京都西東京市新町1-2-20 042-453-8500 ○

ひらたあや整形外科ｸﾘﾆｯｸ 202-0023 東京都西東京市新町2-5-35 0422-56-8130 ○

東久留米団地診療所 203-0001
東京都東久留米市上の原1-
4-11-103

042-471-2628 ○

武田ｸﾘﾆｯｸ 203-0011
東京都東久留米市大門町1-
1-24

042-477-5856 ○

医療法人社団幾瀬会いくせ医院 203-0013
東京都東久留米市新川町1-
4-18

042-471-2304 ○

福山内科ｸﾘﾆｯｸ 203-0013
東京都東久留米市新川町1-
9-22

042-470-9177 ○

医療法人社団欅会東久留米ｸﾘﾆｯｸ 203-0013
東京都東久留米市新川町2-
2-22

042-477-0071 ○

細井医院 203-0014 東京都東久留米市東本町4-3 042-471-0130 ○

医療法人社団実幸会おかの内科ｸﾘﾆｯｸ 203-0014
東京都東久留米市東本町6-
15 平和ﾋﾞﾙ2F

042-477-0055 ○

医療法人社団実幸会石橋ｸﾘﾆｯｸ 203-0014 東京都東久留米市東本町8-9 042-477-5566 ○

医療法人社団たかつき会高月内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

203-0021
東京都東久留米市学園町1-
14-32

042-421-2121 ○

医療法人佑友会ひばりヶ丘診療所 203-0021
東京都東久留米市学園町2-
11-14

042-421-0973 ○

医療法人社団鹿島医院 203-0023 東京都東久留米市南沢4-3-2 042-461-2967 ○

東久留米おだやかﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 203-0023
東京都東久留米市南沢5-17-
62 ｲｵﾝﾓｰﾙ東久留米2階

042-452-5801 ○

医療法人社団潤明会鈴木ｸﾘﾆｯｸ 203-0023
東京都東久留米市南沢5-18-
50

042-460-8502 ○

尾町内科ｸﾘﾆｯｸ 203-0031
東京都東久留米市南町1-6-
11

042-460-0531 ○

医療法人社団芳緑会前沢医院 203-0032
東京都東久留米市前沢2-10-
9

042-471-0154 ○

たきぐち内科ｸﾘﾆｯｸ 203-0032
東京都東久留米市前沢4-31-
4

042-470-9118 ○

すずのね内科･神経内科 203-0032
東京都東久留米市前沢4-7-
11

042-474-1112 ○

医療法人社団好仁会滝山病院 203-0033
東京都東久留米市滝山4-1-
18

042-473-3311 ○
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飯田医院 203-0033
東京都東久留米市滝山7-15-
16

042-472-8181 ○

長生医院 203-0033
東京都東久留米市滝山7-3-
17

042-473-1117 ○

医療法人尚誠会胃腸科内科松本ｸﾘﾆｯｸ 203-0043
東京都東久留米市下里2-8-
21

042-479-7171 ○

医療法人社団清清会大波ｸﾘﾆｯｸ 203-0043 東京都東久留米市下里7-6-2 042-473-7355 ○

東久留米なごみ内科診療所 203-0052
東京都東久留米市幸町3-11-
14

042-470-7530 ○

医療法人社団順朋会おざき内科循環器
科ｸﾘﾆｯｸ

203-0052
東京都東久留米市幸町4-2-1
ｽﾄﾘｰﾑ90 2階

042-477-0555 ○

医療法人社団秀宏会清水胃腸科内科 203-0053
東京都東久留米市本町1-1-
11

042-472-8709 ○

医療法人社団欅会東久留米駅前ｸﾘﾆｯｸ 203-0053
東京都東久留米市本町1-3-6
ｸﾞﾗﾝﾂﾋﾞﾙ2F

042-471-5051 ○

たかはしｸﾘﾆｯｸ 203-0053 東京都東久留米市本町2-3-4 042-479-1800 ○

医療法人社団祐仁会あだち医院 203-0053
東京都東久留米市本町3-11-
15

042-420-5661 ○

医療法人石筍会山口内科･呼吸器科ｸﾘ
ﾆｯｸ

203-0053
東京都東久留米市本町3-12-
2 ﾕｱｺｰﾄ東久留米1F

042-472-2386 ○

古谷消化器科･内科 203-0053
東京都東久留米市本町3-1-9
ｼｬｲﾝﾊｲﾂ東久留米1F

042-476-4100 ○

西都保健生活協同組合富士見通り診療
所

203-0053
東京都東久留米市本町3-3-
23

042-471-2291 ○

水野胃腸ｸﾘﾆｯｸ 203-0053
東京都東久留米市本町3-8-
19

042-420-6527 ○

医療法人社団ﾚﾆｱ会ｱﾙﾃﾐｽｳｲﾒﾝｽﾞﾎｽ
ﾋﾟﾀﾙ

203-0054
東京都東久留米市中央町1-
1-20

042-472-6111 ○

新百合ヶ丘あゆみｸﾘﾆｯｸ 203-0823
東京都稲城市平尾1-24-7ﾌﾟﾚ
ﾐｱﾘﾝｼﾞｭR-3

042-350-5575 ○

医療法人社団岸清会 清瀬下宿中央診
療所

204-0001 東京都清瀬市下宿2-391-7 042-491-2217 ○

医療法人財団 織本病院 204-0002 東京都清瀬市旭が丘1-261 042-491-2121 ○

医療法人社団雅会 山本病院 204-0004 東京都清瀬市野塩1-328 042-491-0706 ○

医療法人社団医心会 酒田ｸﾘﾆｯｸ 204-0004 東京都清瀬市野塩5-280-2 042-496-7328 ○

北多摩ｸﾘﾆｯｸ 204-0013 東京都清瀬市上清戸2-1-41 042-496-7760 ○

医療法人社団 ふじ井内科ｸﾘﾆｯｸ 204-0021
東京都清瀬市元町1-11-14 第
一浅見ﾊｲﾂ1F

042-493-7122 ○

とみまつ小児科循環器ｸﾘﾆｯｸ 204-0021
東京都清瀬市元町1-1-14ﾌﾟﾗ
ﾝﾄﾞｰﾙJ2階

042-497-3456 ○

清瀬診療所 204-0021 東京都清瀬市元町1-13-27 042-493-2727 ○

医療法人社団ﾎｽﾋﾟﾃｨｳﾑ聖十字会 中島
医院

204-0021
東京都清瀬市元町1-3-45 玉
春堂ﾋﾞﾙ3･4･5F

042-495-6727 ○
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医療法人社団華岡会 廣橋小児科･内
科医院

204-0021 東京都清瀬市元町1-5-3 042-493-7400 ○

医療法人社団椎野会 清瀬元町しいのｸ
ﾘﾆｯｸ

204-0021
東京都清瀬市元町1-8-19 ｱｰ
ｸ清瀬1階

042-493-9880 ○

宇都宮小児科内科ｸﾘﾆｯｸ 204-0021
東京都清瀬市元町1-8-2 清水
ﾋﾞﾙ3階

042-491-5556 ○

医療法人社団順洋会 武蔵野総合ｸﾘﾆｯ
ｸ

204-0021 東京都清瀬市元町1-8-30 042-497-8571 ○

医療法人社団ﾚﾆｱ会武谷ﾋﾟﾆﾛﾋﾟ記念きよせ
の森ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ武谷眼科･風間内科

204-0021 東京都清瀬市元町2-2-20 042-491-4141 ○

杉本医院 204-0021 東京都清瀬市元町2-7-1 042-492-1199 ○

井上内科ｸﾘﾆｯｸ 204-0022
東京都清瀬市松山1-11-21 ﾌﾞ
ﾘﾘｱﾝﾄⅠ1F

042-493-3102 ○

清瀬内科ｸﾘﾆｯｸ 204-0022
東京都清瀬市松山1-2-26 中
村ﾋﾞﾙ2F

042-493-1630 ○

宮本医院 204-0022 東京都清瀬市松山1-42-6 042-491-0547 ○

医療法人社団幾瀬会 花園医院 204-0022 東京都清瀬市松山3-5-14 042-491-0315 ○

宗教法人救世軍 救世軍清瀬病院 204-0023 東京都清瀬市竹丘1-17-9 042-491-1411 ○

川辺内科ｸﾘﾆｯｸ 204-0023 東京都清瀬市竹丘2-1-3 042-496-3311 ○

医療法人社団誠徹会 清瀬博済堂ｸﾘﾆｯ
ｸ

204-0023
東京都清瀬市竹丘2-15-15 中
原ﾋﾞﾙ1階

042-410-0001 ○

医療法人財団保養会 竹丘病院 204-0023 東京都清瀬市竹丘2-3-7 042-491-6111 ○

社会福祉法人上宮会 清瀬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
病院

204-0023 東京都清瀬市竹丘3-3-33 042-493-6111 ○

社会福祉法人信愛報恩会 信愛病院 204-0024 東京都清瀬市梅園2-5-9 042-491-3211 ○

社会福祉法人慈生会 ﾍﾞﾄﾚﾍﾑの園病院 204-0024 東京都清瀬市梅園3-14-72 042-491-2525 ○

公益財団法人結核予防会 複十字病院 204-8522 東京都清瀬市松山3-1-24 042-491-4712 ○

独立行政法人国立病院機構 東京病院 204-8585 東京都清瀬市竹丘3-1-1 042-491-2111 ○

わかくさ医院 205-0001 東京都羽村市小作台2-7-16 042-579-0311 ○

松田医院 205-0001 東京都羽村市小作台5-8-8 042-554-0358 ○

小作駅前ｸﾘﾆｯｸ 205-0001 東京都羽村市小作台5-9-10 042-578-0161 ○

栄町診療所 205-0002 東京都羽村市栄町1-14-46 042-555-8233 ○

山口内科ｸﾘﾆｯｸ 205-0002 東京都羽村市栄町2-15-4 042-570-7661 ○

いずみｸﾘﾆｯｸ 205-0002 東京都羽村市栄町2-6-29 042-555-8018 ○
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羽村整形外科ﾘｳﾏﾁ科ｸﾘﾆｯｸ 205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘5-7-11 042-570-1170 ○

山川医院 205-0011
東京都羽村市五ﾉ神1-2-1ｻｶ
ﾔﾋﾞﾙ1階

042-554-3111 ○

羽村ひまわりｸﾘﾆｯｸ 205-0011 東京都羽村市五ﾉ神350-30 042-555-1103 ○

前田外科ｸﾘﾆｯｸ 205-0011
東京都羽村市五ﾉ神4-14-5ｻﾝ
ｼﾃｨｰ3階-D

042-578-8875 ○

羽村三慶病院 205-0012 東京都羽村市羽4207 042-570-1130 ○

小﨑ｸﾘﾆｯｸ 205-0013
東京都羽村市富士見平1-18
羽村団地24-1号

042-554-0188 ○

松原内科医院 205-0014 東京都羽村市羽東1-16-3 042-554-2427 ○

柳田医院 205-0014 東京都羽村市羽東1-30-20 042-555-1800 ○

横田ｸﾘﾆｯｸ 205-0014 東京都羽村市羽東1-8-1 042-554-8580 ○

双葉ｸﾘﾆｯｸ 205-0022 東京都羽村市双葉町1-1-15 042-570-1588 ○

西多摩病院 205-0022 東京都羽村市双葉町2-21-1 042-554-0838 ○

医療法人社団甲神会羽村在宅ｸﾘﾆｯｸ 205-0023
東京都羽村市神明台1-28-11
1階

042-533-4780 ○

羽村相互診療所 205-0023 東京都羽村市神明台1-30-5 042-554-5420 ○

神明台ｸﾘﾆｯｸ 205-0023 東京都羽村市神明台1-35-4 042-554-7370 ○

厚生荘病院 206-0001 東京都多摩市和田1547 042-374-3535 ○

大塚診療所 206-0001
東京都多摩市和田2000-12 内
田ﾋﾞﾙ2F

042-311-1234 ○

関谷ｸﾘﾆｯｸ 206-0001 東京都多摩市和田3-2-4 042-374-9888 ○

山善内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0002
東京都多摩市一ﾉ宮4-40-3聖
蹟桜ｹ丘ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ102

042-372-5588 ○

大池内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0003
東京都多摩市東寺方1-2-2
ﾄｰﾀﾙﾋﾞﾙ2F

042-355-7001 ○

やはの内科･胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 206-0011
東京都多摩市関戸1-11-9 桜
ｹ丘富沢ﾋﾞﾙ6F

042-356-3761 ○

せいせきｻﾄｳｸﾘﾆｯｸ 206-0011
東京都多摩市関戸1-7-5 京王
聖蹟桜ｹ丘S･C C館1F

042-337-2715 ○

平賀診療所 206-0011 東京都多摩市関戸2-10-10 042-375-7154 ○

桜ヶ丘神経内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0011
東京都多摩市関戸2-39-12 桜
ｹ丘NKﾋﾞﾙ7F

042-374-6511 ○

佐藤医院 206-0011 東京都多摩市関戸3-4-5 042-375-7980 ○

まさ内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0011
東京都多摩市関戸4-72 聖蹟
桜ｹ丘ｵｰﾊﾟ5F

042-355-2300 ○
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佐々部医院 206-0011
東京都多摩市関戸4-9-2 ｺﾝ
ﾌｫｰﾄ聖蹟1･2F

042-375-7313 ○

長谷川ｸﾘﾆｯｸ 206-0012 東京都多摩市貝取1-15-11 042-337-0166 ○

あいｸﾘﾆｯｸ 206-0012 東京都多摩市貝取1431-3 042-375-9581 ○

松田医院 206-0012 東京都多摩市貝取1-48-1 042-373-3205 ○

貝取内田医院 206-0012
東京都多摩市貝取1-52-1 ﾉｰ
ﾌﾞﾙ貝取1F

042-389-3646 ○

多摩永山高田ｸﾘﾆｯｸ 206-0012
東京都多摩市貝取3-6医療ﾓｰ
ﾙ永山3階

042-400-5145 ○

松田健身ｸﾘﾆｯｸ 206-0013 東京都多摩市桜ｹ丘2-10-17 042-375-3337 ○

永山内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0014
東京都多摩市乞田1426KTAﾋﾞ
ﾙ2階

042-338-2355 ○

布施川医院 206-0015 東京都多摩市落川1329 042-373-5858 ○

みゆきｸﾘﾆｯｸ 206-0021 東京都多摩市連光寺1-8-3 042-372-4853 ○

多摩中央病院 206-0021 東京都多摩市連光寺2-62-2 042-374-2111 ○

聖ヶ丘病院 206-0021 東京都多摩市連光寺2-69-6 042-338-8111 ○

ひとみﾀｳﾝｹｱｸﾘﾆｯｸ 206-0024
東京都多摩市諏訪1-65-1 永
山ﾊｳｽ101

042-338-3281 ○

多摩かぜまち内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0024
東京都多摩市諏訪2-2 Brillia
多摩ﾆｭｰﾀｳﾝB棟100号室

042-338-6611 ○

多摩ｸﾘﾆｯｸ 206-0024 東京都多摩市諏訪5-10-1 042-375-7753 ○

中村内科医院 206-0024 東京都多摩市諏訪5-10-7 042-375-7757 ○

石川小児ｸﾘﾆｯｸ 206-0025
東京都多摩市永山1-4 ｸﾞﾘﾅｰ
ﾄﾞﾋﾞﾙ504

042-371-2366 ○

多摩永山腎･内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0025
東京都多摩市永山1-4 ｸﾞﾘﾅｰ
ﾄﾞ永山510

042-311-2417 ○

宮国医院 206-0025
東京都多摩市永山1-4 ｸﾞﾘﾅｰ
ﾄﾞ永山5F

042-376-4747 ○

多摩みなみｸﾘﾆｯｸ 206-0025 東京都多摩市永山1-7-8 042-311-4415 ○

斉藤内科呼吸器科 206-0025 東京都多摩市永山4-2-6-202 042-373-2522 ○

鈴木内科胃腸科 206-0025 東京都多摩市永山5-4-10 042-371-2760 ○

和光内科胃腸科 206-0025 東京都多摩市永山6-6-1 042-311-7311 ○

渡辺ｸﾘﾆｯｸ 206-0031 東京都多摩市豊ｹ丘5-8-1 042-371-3321 ○

北澤ﾆｭｰﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 206-0033
東京都多摩市愛宕4-17-1 ﾘｴ
ｽ多摩ｾﾝﾀｰ1階

042-376-3112 ○
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多摩ｾﾝﾀｰﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 206-0033
東京都多摩市鶴牧1-22-2多
摩ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

042-375-5122 ○

田村ｸﾘﾆｯｸ 206-0033
東京都多摩市落合1ｰ32ｰ1ﾍﾟ
ﾍﾟﾘﾋﾞﾙ4･5F

042-356-0677 ○

多摩ｾﾝﾀｰｸﾘﾆｯｸみらい 206-0033
東京都多摩市落合1-38 ﾏｸﾞﾚ
ﾌﾞﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ1階

042-316-8570 ○

武島内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0033 東京都多摩市落合3-11-3 042-338-5665 ○

深谷内科 206-0033 東京都多摩市落合4-9-3 042-372-3311 ○

吉沢ｸﾘﾆｯｸ 206-0033 東京都多摩市落合6-15-25 042-373-2340 ○

椎の木内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0033
東京都多摩市落合6-15-4 第5
椎の木ﾋﾞﾙ

042-337-5711 ○

多摩ゆうあいｸﾘﾆｯｸ 206-0034
東京都多摩市鶴牧1-1-14ｺｰ
ｼﾞｨｰｺｰﾄ1階

042-310-1881 ○

あべ多摩ｾﾝﾀｰ内科 206-0034
東京都多摩市鶴牧1-22-2多
摩ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

042-373-7755 ○

新垣内科外科ｸﾘﾆｯｸ 206-0034
東京都多摩市鶴牧1-24-1 新
都市ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F

042-373-0514 ○

井上内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0034 東京都多摩市鶴牧2-24-12 042-372-3660 ○

からきだ駅前ｸﾘﾆｯｸ 206-0035
東京都多摩市唐木田1-1-7 ﾌﾟ
ﾗｻﾞ唐木田104

042-376-3800 ○

若生脳神経外科 206-0035
東京都多摩市唐木田1-53-9
唐木田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

042-373-1160 ○

天本病院 206-0036 東京都多摩市中沢2-5-1 042-310-0333 ○

あいｸﾘﾆｯｸ中沢 206-0036
東京都多摩市中沢2-5-3 ゆい
ま~るA棟 1階

042-311-2820 ○

あたごｸﾘﾆｯｸ 206-0041
東京都多摩市愛宕4-53-1-
205

042-374-7700 ○

稲城市立病院 206-0801 東京都稲城市大丸1171 042-377-0931 ○

(医社)聖章会稲城診療所 206-0801 東京都稲城市大丸118 042-377-6128 ○

稲城癒しの森内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0801 東京都稲城市大丸936-1 042-379-8880 ○

東長沼ｸﾘﾆｯｸ 206-0802 東京都稲城市東長沼1726-16 042-379-4851 ○

(医社)慶心会稲城腎･内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0802
東京都稲城市東長沼3106-1
ﾍﾞｪﾙヴｪﾙ稲城1F

042-370-7611 ○

あべ内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0802 東京都稲城市東長沼3107-1 042-379-4870 ○

なかお内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0802
東京都稲城市東長沼3108京
王ﾘﾄﾅｰﾄﾞ稲城3F

042-401-5836 ○

菜の花ｸﾘﾆｯｸ 206-0802 東京都稲城市東長沼450-30 042-313-9272 ○

松本医院 206-0802 東京都稲城市東長沼799 042-377-6027 ○
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向陽台ｸﾘﾆｯｸ 206-0803 東京都稲城市向陽台5-5-3 042-378-6677 ○

菊池医院 206-0804 東京都稲城市百村103-1 042-378-3333 ○

稲城わかばｸﾘﾆｯｸ 206-0804 東京都稲城市百村1604-7 042-370-0530 ○

いなぎ駅前ｸﾘﾆｯｸ 206-0804 東京都稲城市百村1607 042-378-1570 ○

(医社)桜井医院 206-0811 東京都稲城市押立1254-1 042-378-3224 ○

かじわら内科泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 206-0812
東京都稲城市矢野口1541ｱｰ
ﾊﾞﾝｼｬﾄﾙ1F

042-370-8770 ○

谷平医院 206-0812 東京都稲城市矢野口277-2 042-377-6433 ○

(医社)矢野口ｸﾘﾆｯｸ 206-0812
東京都稲城市矢野口380-2-
101

042-379-0939 ○

こせき内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0812 東京都稲城市矢野口730-1 042-377-0035 ○

長峰ｸﾘﾆｯｸ 206-0821 東京都稲城市長峰2-2-2 042-350-7171 ○

(医社)簡野ｸﾘﾆｯｸ 206-0823 東京都稲城市平尾1-50-20 042-331-8570 ○

高ｸﾘﾆｯｸ 206-0823 東京都稲城市平尾1-54-20 042-331-8201 ○

(医社)彩明会平尾内科ｸﾘﾆｯｸ 206-0823 東京都稲城市平尾3-7-26 042-331-8221 ○

若葉台ｸﾘﾆｯｸ 206-0824
東京都稲城市若葉台2-4-4若
葉台駅前KMﾋﾞﾙ

042-350-6075 ○

浅香医院 207‐0002
東京都東大和市湖畔1-1043-
39

042-563-4397 ○

医療法人社団
安藤内科ｸﾘﾆｯｸ

207‐0004
東京都東大和市清水2-809-
36

042-561-3671 ○

たけもとｸﾘﾆｯｸ 207‐0004
東京都東大和市清水6-1257-
3

042-843-7157 ○

山手ｸﾘﾆｯｸ 207‐0011
東京都東大和市清原1-1   北
16店舗

042-561-1866 ○

横山内視鏡外科医院 207‐0013
東京都東大和市向原2-1047-
8

042-562-1364 ○

医療法人社団碧桐会
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎﾞｯｸｽ東大和

207‐0013
東京都東大和市向原2-1-19 2
階

042-516-9955 ○

辻ｸﾘﾆｯｸ 207‐0013
東京都東大和市向原6-1201-
17  東大和ﾒﾃﾞｨｶﾙ2階

042-590-0801 ○

青梅橋医院 207‐0013
東京都東大和市向原6-1408-
22

042-561-3311 ○

医療法人社団大雄会
かわかみｸﾘﾆｯｸ

207-0014
東京都東大和市南街5-97-9
ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ東大和3F

042-590-2626 ○

医療法人社団
石山医院

207‐0014 東京都東大和市南街1-32-4 042-590-5688 ○

石山内科･ﾍﾟｲﾝ
ｸﾘﾆｯｸ

207‐0014 東京都東大和市南街1-39-9 042-563-1027 ○
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東大和病院附属
ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ

207‐0014 東京都東大和市南街2-3-1 042-562-3233 ○

東大和ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 207‐0014 東京都東大和市南街2-49-3 042-562-5738 ○

医療法人社団健有会
有村ｸﾘﾆｯｸ

207‐0014 東京都東大和市南街4-10-6 042-590-0377 ○

医療法人社団欅会
東大和南街ｸﾘﾆｯｸ

207‐0014 東京都東大和市南街4-2-8 042-563-5201 ○

医療法人社団幸睦会
南街診療所

207‐0014 東京都東大和市南街5-30-7 042-561-3321 ○

今井医院 207‐0014 東京都東大和市南街5-36-8 042-561-3753 ○

医療法人社団英友会
高橋医院

207‐0021 東京都東大和市立野2-3-17 042-565-7001 ○

桜が丘内科ｸﾘﾆｯｸ 207‐0022
東京都東大和市桜が丘2-
204-3

042-569-8632 ○

徳永医院 207‐0022
東京都東大和市桜が丘3-44-
14   桜が丘団地7-104

042-565-7207 ○

医療法人社団伸樹会
おさか内科･整形外科

207‐0023
東京都東大和市上北台1-2-
14 上北台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2･3階

042-567-8250 ○

医療法人社団昭美会
新城医院

207‐0023
東京都東大和市上北台3-
446-15

042-565-3161 ○

医療法人社団
東大和循環器科内科

207‐0031
東京都東大和市奈良橋5-
772-7

042-562-9999 ○

医療法人社団正洋会
ｱｲｴｽｸﾘﾆｯｸ

207‐0031
東京都東大和市奈良橋6-
885-14

042-563-1881 ○

医療法人社団杢心会
内野医院

207‐0032 東京都東大和市蔵敷1-429 042-561-3009 ○

医療法人社団忍会
野口医院

207‐0033 東京都東大和市芋窪3-1629 042-561-3010 ○

水野医院 208-0011
東京都武蔵村山市学園3-88-
2

042-562-1983 ○

医療法人社団 村山診療所 208-0012
東京都武蔵村山市緑が丘
1492番地47-28

042-561-1341 ○

岩田小児科医院 208-0012
東京都武蔵村山市緑が丘
1492番地50-58

042-562-0871 ○

社会医療法人社団健生会大南ﾌｧﾐﾘｰｸﾘ
ﾆｯｸ

208-0013 東京都武蔵村山市大南2-1-8 042-590-0373 ○

医療法人社団健剛会
おぜきｸﾘﾆｯｸ

208-0013
東京都武蔵村山市大南2-39-
1

042-563-7001 ○

中藤診療所 208-0013
東京都武蔵村山市大南2-47-
27

042-562-3098 ○

医療法人社団昭成会  半田医院 208-0013
東京都武蔵村山市大南3-54-
16

042-564-8649 ○

医療法人社団もかほ会
武蔵村山さいとうｸﾘﾆｯｸ

208-0013
東京都武蔵村山市大南3-68-
3

042-590-2266 ○

三ﾂ藤内科ｸﾘﾆｯｸ 208-0021
東京都武蔵村山市三ﾂ藤2-9-
1 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三ﾂ藤1F

042-520-2055 ○

社会医療法人財団大和会
武蔵村山病院

208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111 ○
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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

奥住循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 208-0022 東京都武蔵村山市榎2-85-1 042-565-7123 ○

医療法人社団千州会
ちかま医院

208-0022 東京都武蔵村山市榎3-40-15 042-565-1265 ○

藤田医院 208-0031 東京都武蔵村山市岸1-25-1 042-560-0363 ○

医療法人社団下田会 下田医院 208-0032
東京都武蔵村山市三ﾂ木3-
16-1

042-560-6387 ○

かめい内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 208-0034
東京都武蔵村山市残堀2-14-
1

042-531-8998 ○

北條医院 208-0034
東京都武蔵村山市残堀4-
113-1

042-560-3541 ○
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