
令和2年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

医療法人社団渡辺病院 144-0043 大田区羽田1-5-16 03-3741-0223 ○

山縣医院 144-0043 大田区羽田1-6-14 03-3741-1981 ○

医療法人社団緑山会　山田医院 144-0043 大田区羽田2-22-3 03-3741-2258 ○

尾野メディカルクリニック 144-0043 大田区羽田2-5-1 03-6715-1215 ○

医療法人社団　羽田バス通りクリ
ニック

144-0043 大田区羽田3-3-13 03-5735-0808 ○

穴守診療所 144-0043 大田区羽田5-1-8 03-3742-9873 ○

医療法人社団翔医会　東京国際空
港診療所

144-6591
大田区羽田空港3-3-2 第1旅客
ﾀｰﾐﾅﾙ1F

03-5757-1122 ○

塩口産婦人科医院 146-0091 大田区鵜の木2-16-10 03-3758-3660 ○

嶺町医院 146-0091 大田区鵜の木2-22-1 03-3750-3918 ○

依田医院 146-0091 大田区鵜の木2-26-2 03-3759-2705 ○

おぎわら医院 146-0091 大田区鵜の木2-7-5-1F 03-3750-5670 ○

大田病院附属うのき診療所 146-0091 大田区鵜の木3-13-10 03-3750-5351 ○

あきもと佳内科クリニック 146-0091 大田区鵜の木3-6-2 03-5741-3711 ○

まるこハート内科クリニック 144-0092 大田区下丸子1-12-4 03-3750-3311 ○

医療法人社団至高会　たかせクリ
ニック

146-0092 大田区下丸子1-16-6 1F 03-5732-2525 ○

医療法人社団リズム　ファミリック診
療所

146-0092 大田区下丸子2-13-4 03-5741-3717 ○

医療法人社団NYA　かとうホームケ
アクリニック

146-0092 大田区下丸子2-6-23-101 03-3757-2162 ○

井出内科クリニック 146-0092 大田区下丸子3-13-11 03-3757-2484 ○

医療法人社団快彩会  きはら整形
外科

146-0092 大田区下丸子3-13-7 03-5482-0398 ○

森田内科クリニック 146-0092 大田区下丸子3-17-8 03-5732-3300 ○

医療法人社団秀輝会　目蒲病院附
属メカマクリニック

146-0092 大田区下丸子3-22-13 03-3758-2356 ○

医療法人社団秀輝会　目蒲病院 146-0092 大田区下丸子3-23-3 03-3759-8888 ○

古賀医院 146-0092 大田区下丸子3-8-5 03-3750-6220 ○

医療法人社団暁明会　井上メディカ
ルクリニック

146-0092 大田区下丸子4-21-13-2F 03-3756-6278 ○

羽生医院 144-0052 大田区蒲田1-9-11 03-3731-3361 ○

梅屋敷内科クリニック 144-0052 大田区蒲田2-2-13 03-3732-2831 ○

梅屋敷産婦人科 144-0052 大田区蒲田2-5-10 03-3732-3456 ○
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田辺クリニック 144-0052 大田区蒲田4-15-8 ｼｭﾛｽﾊﾞｯｶｽ5F 03-5744-3630 ○

かまた内科糖尿病クリニック 144-0052 大田区蒲田4-29-2 03-3735-1600 ○

医療法人社団BOH　伊藤メディカル
クリニック

144-0052 大田区蒲田5-27-10 03-3731-2122 ○

蒲田内科クリニック 144-0052 大田区蒲田5-28-18 2F 03-6715-7337 ○

医療法人社団　常泉クリニック 144-0052 大田区蒲田5-40-3 月村ﾋﾞﾙ5F 03-5711-6521 ○

医療法人社団永高会　蒲田クリニッ
ク

144-0052 大田区蒲田5-40-7 4F 03-3737-6221 ○

医療法人社団寛敬会　沢井医院 144-0052 大田区蒲田5-9-19 03-3731-6677 ○

医療法人社団明朋会　増田外科 144-0053 大田区蒲田本町1-4-8 03-3732-0877 ○

東京メモリークリニック蒲田 144-0053 大田区蒲田本町2-23-6 03-6715-7873 ○

青木医院 146-0085
大田区久が原2-12-10ｳｨｽﾃﾘｱ久
が原1F

03-5748-1216 ○

伴野内科クリニック 146-0085
大田区久が原3-36-13久が原ｸﾘ
ﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

03-5747-1188 ○

城南内科クリニック 146-0085 大田区久が原3-37-8 03-3754-7836 ○

塩崎内科医院 143-0023 大田区山王1丁目25番地19号 03-3771-9632 ○

伊藤医院 143-0023 大田区山王1丁目42番地5号 03-3775-3388 ○

せき山王クリニック 143-0023 大田区山王1丁目4番地6号 03-6303-8161 ○

月岡医院 143-0023 大田区山王1丁目7番地1号 03-3777-0030 ○

Ｋクリニック山王 143-0023 大田区山王2丁目19番地2号 03-5718-0808 ○

とちぎクリニック 143-0023 大田区山王2丁目19番地8号 03-3777-7712 ○

栗原クリニック 143-0023 大田区山王2丁目1番地7号 03-5709-7677 ○

じゅんせいクリニック 143-0023 大田区山王2丁目37番地3号 03-3772-5087 ○

山王内科クリニック 143-0023 大田区山王2丁目3番地13号 03-5743-5701 ○

山王山手ビルクリニック 143-0023 大田区山王2丁目5番地9号 03-5746-1190 ○

本田英比古クリニック 143-0023 大田区山王3丁目17番地11号 03-5718-0077 ○

鈴木内科医院 143-0023 大田区山王3丁目29番地1号 03-3772-1853 ○

ひなた在宅クリニック山王 143-0023
大田区山王3丁目29番地1号ﾌﾞﾙｸ
山王201号室

03-6429-8671 ○

大森山王病院 143-0023 大田区山王3丁目9番地6号 03-3775-7711 ○

小関医院 143-0023 大田区山王4丁目16番地17号 03-3774-7011 ○
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あだちクリニック 145-0064 大田区上池台1-11-6 03-3729-0336 ○

山田内科医院 145-0064 大田区上池台1-40-3 03-3729-5720 ○

ボク上池台クリニック 145-0064
大田区上池台1-7-10上池台ｺｰﾄ
1F

03-5499-3399 ○

岩元クリニック 145-0064 大田区上池台2-13-2 03-5754-2597 ○

瀬川医院 145-0064 大田区上池台2-23-11 03-3727-5563 ○

洗足池医院 145-0064 大田区上池台2-32-7 03-3727-2136 ○

みやもと医院 145-0064 大田区上池台2-4-17-2F 03-6425-4976 ○

上池上診療所 145-0064 大田区上池台3-16-2 03-3729-4623 ○

夫婦坂クリニック 145-0064 大田区上池台4-21-7 2F 03-6421-8755 ○

須藤メディカルクリニック 145-0064 大田区上池台4-6-5 03-3720-7675 ○

おだやか診療所 145-0064
大田区上池台5-10-7ﾍﾞﾙﾌﾙｰﾙ
101

03-6451-7692 ○

あべ内科皮フ科クリニック 145-0064 大田区上池台5-16-5 03-5754-2755 ○

医療法人社団清敏会　宮元通りクリ
ニック

144-0054 大田区新蒲田2-19-18 03-3730-2500 ○

小笠原医院 144-0051 大田区西蒲田1-22-16 03-3753-2429 ○

菊地内科医院 144-0051 大田区西蒲田1-9-18 03-3753-0628 ○

医療法人社団女塚クリニック　女塚
クリニック

144-0051 大田区西蒲田3-1-13 03-5747-3571 ○

医療法人社団　岡崎医院 144-0051 大田区西蒲田4-16-10 03-3753-5028 ○

社会医療法人財団仁医会  牧田総
合病院人間ドック健診クリニック

144-0051 大田区西蒲田4-29-1 03-5748-5045 ○

医療法人社団　おばた整形外科・
耳鼻咽喉科クリニック

144-0051 大田区西蒲田4-30-19 03-5700-0788 ○

女塚診療所 144-0051 大田区西蒲田4-33-2 03-3755-5571 ○

医療法人社団　山下医院 144-0051 大田区西蒲田5-12-10 03-3734-6661 ○

医療法人社団英和会  町田整形外
科

144-0051 大田区西蒲田5-20-3 03-3731-3561 ○

三光クリニック 144-0051 大田区西蒲田5-27-12 03-3735-5581 ○

医療法人社団泰信会　秋田医院 144-0051 大田区西蒲田6-10-8 03-3733-0555 ○

医療法人社団英信会  宮下外科 144-0051 大田区西蒲田6-23-8 03-3732-1122 ○

医療法人社団森と海東京　東京蒲
田病院

144-0051 大田区西蒲田7-10-1 03-3733-0525 ○

みその内科クリニック 144-0051 大田区西蒲田7-12-3 2F 03-5711-2440 ○
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はすぬまクリニック 144-0051 大田区西蒲田7-12-6-102 03-3738-5301 ○

しのはらクリニック 144-0051
大田区西蒲田7-44-6 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾀ
ﾜｰ2F

03-3737-4114 ○

あかだクリニック 144-0051 大田区西蒲田7-50-2 03-3732-3711 ○

医療法人社団　しんクリニック 144-0051 大田区西蒲田7-5-11 03-3738-1112 ○

常田内科外科整形外科 144-0051 大田区西蒲田7-60-6 03-3733-8851 ○

吉田ハートクリニック 144-0051 大田区西蒲田7-9-3 03-3731-2302 ○

医療法人社団洋誠会　かわいクリ
ニック

144-0051
大田区西蒲田8-4-4 岸･東海ﾋﾞﾙ5
階

03-5710-8021 ○

まごめクリニック 143-0026 大田区西馬込2丁目2番地5号 03-5718-1085 ○

医療法人社団さくら健康会　さくらい
医院

144-0056 大田区西六郷1-12-5 03-5744-8571 ○

ひだまりクリニック 144-0056 大田区西六郷1-18-11 03-5711-7105 ○

森岡小児科医院 144-0056 大田区西六郷1-19-15 03-3738-5918 ○

高山外科 144-0056 大田区西六郷2-8-4 03-3735-0020 ○

蒲田医師会立西六郷診療所 144-0056 大田区西六郷3-1-7 03-6428-6855 ○

宇部内科小児科医院 144-0034 大田区西糀谷1-13-14 03-3742-0818 ○

中央医院 144-0034 大田区西糀谷1-8-7 03-3741-8877 ○

渡辺医院 144-0034 大田区西糀谷2-24-4 03-3741-2531 ○

あきた内科クリニック 144-0034
大田区西糀谷2-9-4 医療ﾓｰﾙ美
園1F

03-5737-5250 ○

内科・心療内科　クリニック花 144-0034 大田区西糀谷4-13-10 03-5737-7770 ○

医療法人社団　糀谷整形外科 144-0034 大田区西糀谷4-13-15 03-3741-7410 ○

ナグモ医院 144-0034 大田区西糀谷4-21-16 03-3742-0556 ○

横川医院 144-0034 大田区西糀谷4-9-24 03-3741-5567 ○

田島クリニック 145-0061 大田区石川町2-3-16 03-3728-6051 ○

松原内科 145-0067 大田区雪谷大塚町18-9 03-3727-6336 ○

かわかみクリニック 145-0067 大田区雪谷大塚町19-14 03-5754-5599 ○

白取内科クリニック 146-0083 大田区千鳥1-19-10 03-5747-0861 ○

井上クリニック 146-0083 大田区千鳥1-5-3川上ﾋﾞﾙ1F 03-5747-5585 ○

三浦医院 146-0083 大田区千鳥2-14-3 03-3750-6969 ○
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医療法人社団イーハトーブ　はせが
わクリニック

146-0083 大田区千鳥2-27-22 03-5732-5222 ○

医療法人社団メドビュー　東京ちど
り病院

146-0083 大田区千鳥2-39-10 03-3758-2671 ○

藤川クリニック 146-0083 大田区千鳥3-7-2 03-5732-3200 ○

北原内科・外科クリニック 146-0095
大田区多摩川1-21-6 ﾊｲﾗｲｽﾞ新
倉1F

03-6715-0745 ○

医療法人財団栄慈会　岩﨑内科クリ
ニック

146-0095 大田区多摩川1-23-8 03-3759-3771 ○

若草クリニック 146-0095 大田区多摩川1-26-21 03-3759-6325 ○

医療法人社団杏幸会　藤岡皮フ科
クリニック

146-0095 大田区多摩川1-35-10 03-5732-1241 ○

医療法人社団OCFC会　大川こど
も・内科クリニック

146-0095 大田区多摩川1-6-16 03-3758-0920 ○

三留クリニック 143-0015 大田区大森西1丁目16番地10号 03-3762-0011 ○

杉崎医院 143-0015 大田区大森西3丁目12番地21号 03-3761-4961 ○

長山医院 143-0015 大田区大森西3丁目17番地7号 03-3761-6867 ○

マチノマ大森内科クリニック 143-0015 大田区大森西3丁目1番地38号 03-5471-5556 ○

大森町駅前内科小児科クリニック 143-0015
大田区大森西3丁目20番地9号 
101

03-6423-0428 ○

関根医院 143-0015 大田区大森西3丁目9番地19号 03-3761-3901 ○

大矢クリニック 143-0015 大田区大森西4丁目16番地13号 03-3767-1801 ○

片桐医院 143-0015 大田区大森西5丁目23番地11号 03-3761-3948 ○

鈴木クリニック 143-0015 大田区大森西5丁目25番地11号 03-3765-9400 ○

いわた循環器科・内科 143-0015 大田区大森西5丁目5番地1号 03-5767-1105 ○

サトウ内科クリニック 143-0015 大田区大森西5丁目9番地7号 03-3763-2525 ○

医療法人社団ふよう会　蒲田整形
外科内科

143-0013 大田区大森西6-15-18 03-5753-8644 ○

とくやすクリニック 143-0015 大田区大森西6丁目13番地16号 03-5753-0888 ○

梅屋敷診療所 143-0015 大田区大森西6丁目15番地16号 03-3761-8808 ○

ささもとクリニック 143-0015 大田区大森西6丁目15番地18号 03-5767-0303 ○

大西医院 143-0014 大田区大森中1丁目18番地6号 03-3761-6044 ○

大森中診療所 143-0014 大田区大森中1丁目22番地2号 03-6404-2301 ○

アイメディカルクリニック 143-0014 大田区大森中2丁目15番地7号 03-3761-2079 ○

前村医院 143-0014 大田区大森中2丁目19番地17号 03-3761-3955 ○
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済生診療所 143-0014 大田区大森中2丁目7番地16号 03-3762-7676 ○

宮下クリニック 143-0014 大田区大森中3丁目35番地9号 03-5764-1003 ○

田中医院 143-0012 大田区大森東1丁目35番地4号 03-3766-3766 ○

大矢医院 143-0012 大田区大森東2丁目15番地8号 03-3761-7155 ○

溝谷医院 143-0012 大田区大森東2丁目1番地4号 03-3763-7371 ○

趙メディカルクリニック 143-0012 大田区大森東2丁目25番地11号 03-3765-6688 ○

医療法人社団京浜会　京浜病院 143-0013 大田区大森南1-14-13 03-3741-6721 ○

東京労災病院 143-0013 大田区大森南4丁目13番地21号 03-3742-7301 ○

安田病院 143-0016 大田区大森北1丁目11番地18号 03-3761-1023 ○

くどうちあき脳神経外科クリニック 143-0016 大田区大森北1丁目23番10号 03-5767-0226 ○

植村小児科・内科クリニック 143-0016 大田区大森北1丁目32番地8号 03-3765-0305 ○

牧田総合病院 143-8505 大田区大森北1丁目34番地6号 03-3762-4671 ○

大森内科ハートクリニック 143-0016 大田区大森北1丁目8番13号 03-5753-7221 ○

芳賀医院 143-0016 大田区大森北3丁目22番地19号 03-3761-7461 ○

北條医院 143-0016 大田区大森北3丁目4番地5号 03-3768-0066 ○

さたけクリニック 143-0016 大田区大森北4丁目10番地2号 03-3761-5419 ○

下重医院 143-0016 大田区大森北4丁目18番地8号 03-3761-2645 ○

産婦人科野口医院 143-0016 大田区大森北4丁目25番地5号 03-3761-1331 ○

千葉医院 143-0016 大田区大森北5丁目12番地10号 03-3761-8841 ○

平和島医院 143-0016 大田区大森北6丁目14番地10号 03-5753-5050 ○

平和島整形外科 143-0016 大田区大森北6丁目17番地13号 03-3766-2870 ○

古川医院 143-0016 大田区大森北6丁目23番地25号 03-3761-3023 ○

しん平和島クリニック 143-0016 大田区大森北6丁目26番地28号 03-3766-8155 ○

名和医院 143-0011 大田区大森本町2丁目25番地28号 03-3761-6257 ○

松井病院 146-0082 大田区池上2丁目7番地10号 03-3752-1111 ○

池上仲通りクリニック 146-0082 大田区池上3丁目32番17号 03-5747-6161 ○

イギア・ウィメンズクリニック池上 146-0082 大田区池上3丁目40番地3号 03-3753-5151 ○
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まるも腎・泌尿器科クリニック 146-0082 大田区池上4丁目24番地12号 03-3754-1200 ○

中里医院 146-0082 大田区池上4丁目26番地6号 03-3751-0036 ○

眞田クリニック 146-0082 大田区池上4丁目30番3号 03-3755-1661 ○

池上幸仁診療所 146-0082 大田区池上4丁目3番地3号 03-3752-2906 ○

原本クリニック 146-0082 大田区池上4丁目9番地5号 03-3754-0038 ○

高野医院 146-0082 大田区池上5丁目3番地18号 03-3751-3913 ○

酒井医院 146-0082 大田区池上5丁目7番地4号 03-3751-1311 ○

池上総合病院 146-8531 大田区池上6丁目1番地19号 03-3752-3151 ○

川田医院 146-0082 大田区池上6丁目1番地8号 03-5700-0051 ○

水野内科クリニック 146-0082 大田区池上6丁目21番地12号 03-5747-6300 ○

医療法人社団マリア巴会　緒方医
院

146-0082 大田区池上7-28-19 03-3758-2882 ○

阿部クリニック 146-0082 大田区池上7丁目10番地5号 03-3751-3235 ○

池上メディカルクリニック 146-0082 大田区池上7丁目6番地5号 050-1304-4035 ○

池上さいとう内科クリニック 146-0082 大田区池上8丁目23番15号 03-3757-3110 ○

安島医院 143-0024 大田区中央2丁目7番地3号 03-3773-6688 ○

観音通り中央医院 143-0024 大田区中央3丁目15番地16号 03-3775-0281 ○

渕上医院 143-0024 大田区中央3丁目36番12号 03-3772-3013 ○

松本医院 143-0024 大田区中央4丁目25番地11号 03-3771-6648 ○

大森赤十字病院 143-8527 大田区中央4丁目30番地1号 03-3775-3111 ○

おおはら消化器内科クリニック 143-0024 大田区中央4丁目32番地7号 03-5718-3033 ○

かぶらきクリニック 143-0024 大田区中央4丁目36番地6号 03-5709-7070 ○

久保山医院 143-0024 大田区中央5丁目6番地5号 03-3752-0006 ○

清木クリニック 143-0024 大田区中央6丁目25番15号 03-5747-2288 ○

荒井クリニック 143-0024 大田区中央7丁目15番地14号 03-3751-0390 ○

よぎ医院 143-0024 大田区中央8丁目1番地5号 03-3751-0883 ○

金子クリニック 143-0027 大田区中馬込1丁目1番地20号 03-3777-1201 ○

馬込中央診療所 143-0027 大田区中馬込1丁目5番地8号 03-3775-5631 ○
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ファミリークリニック馬込 143-0027 大田区中馬込2丁目26番地15号 03-3773-9168 ○

中馬込おがわ内科 143-0027 大田区中馬込2丁目7番地10号 03-6410-7196 ○

馬込橋医院 143-0027 大田区中馬込3丁目26番地8号 03-3771-3509 ○

オダチ外科内科クリニック 146-0081 大田区仲池上1-10-3ﾗｼｰﾇ201 03-5748-7144 ○

どうどうクリニック 146-0081 大田区仲池上1-31-13 03-5747-2333 ○

ヨコヤマクリニック 144-0055 大田区仲六郷1-56-10 03-3733-4771 ○

医療法人社団真隆会　たかはし整
形外科

144-0055 大田区仲六郷2-12-13 03-5705-0393 ○

依田クリニック 144-0055 大田区仲六郷2-15-6 03-5714-0221 ○

つぼた内科眼科クリニック 144-0055 大田区仲六郷2-44-15 03-5705-0393 ○

医療法人社団正心乃會　みやはら
内科外科クリニック

144-0055 大田区仲六郷3-5-2 03-6424-9838 ○

よこがわクリニック 144-0055 大田区仲六郷3-7-8-113 03-5710-6777 ○

すずきフレンドシップクリニック 144-0055 大田区仲六郷4-16-12 03-6462-9900 ○

六郷クリニック 144-0055 大田区仲六郷4-21-1 03-5714-8088 ○

田園調布呼吸器・内科クリニック 145-0071
大田区田園調布1-1-17ｽﾃﾗｰﾄ田
園調布 1F

03-6662-6711 ○

瀬尾内科医院 145-0071 大田区田園調布1-13-4 03-3721-0266 ○

西牟田医院 145-0071 大田区田園調布1-25-6 03-3721-5380 ○

広沢内科医院 145-0071 大田区田園調布1-48-5 03-3722-1224 ○

柳澤博愛医院 145-0071 大田区田園調布2-56-10 03-3722-1121 ○

田園調布ファミリークリニック 145-0071
大田区田園調布2-62-5東急ｽｸｴｱ
ｶﾞｰﾃﾞﾝｻｲﾄ南館2F

03-3721-1234 ○

田園小児科クリニック 145-0071 大田区田園調布5-36-3 03-3722-0765 ○

田園調布醫院 145-0076
大田区田園調布南22-10光機舎ﾋﾞ
ﾙ1F

03-5732-1955 ○

吉田医院 145-0072 大田区田園調布本町10-6 03-3721-4765 ○

深沢医院 145-0072
大田区田園調布本町27-9ﾒｿﾞﾝ田
園調布

03-3722-8820 ○

竹内内科小児科医院 145-0072
大田区田園調布本町40-12 ｺﾝﾄﾞ
田園調布201

03-3721-5222 ○

医療法人社団　久保田医院 144-0031 大田区東蒲田2-30-14 03-3731-4192 ○

東蒲田診療所 144-0031 大田区東蒲田2-3-3 03-3739-1915 ○

河村医院 145-0065 大田区東雪谷1-23-4 03-3729-9013 ○
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伊丹内科医院 145-0065 大田区東雪谷2-17-1 03-3748-0028 ○

やすだ内科クリニック 145-0065 大田区東雪谷2-25-12 03-3726-0660 ○

石川台内科クリニック 145-0065 大田区東雪谷2-3-2-101 03-3726-1250 ○

和田循環器科内科 145-0065 大田区東雪谷3-18-11ｻｶｲﾋﾞﾙ1F 03-5499-0747 ○

高橋整形外科医院 145-0065
大田区東雪谷3-31-1ｸﾚｰﾙ石川台
1F

03-3728-6653 ○

山王リハビリ・クリニック 145-0065 大田区東雪谷3-4-2 03-5754-2672 ○

並木医院 145-0065 大田区東雪谷5-27-13 03-3720-8041 ○

いしはら医院 143-0022 大田区東馬込1丁目46番地12号 03-3771-5804 ○

医療法人社団静恒会  本多病院 146-0094 大田区東矢口1-17-15 03-3732-2331 ○

安方クリニック 146-0094 大田区東矢口2-10-12 03-3758-8357 ○

医療法人社団　野溝医院 146-0094 大田区東矢口2-17-13 03-3759-2717 ○

医療法人社団星佑会　協愛医院 146-0094 大田区東矢口3-17-6 03-3731-3693 ○

西蒲田整形外科 146-0094 大田区東矢口3-2-1 03-3731-3693 ○

吉田医院 146-0094 大田区東矢口3-22-1 03-3731-4520 ○

松尾医院 145-0074 大田区東嶺町19-7 03-3751-3976 ○

久が原内科クリニック 145-0074 大田区東嶺町30-15 03-3750-0209 ○

しろした医院 145-0074 大田区東嶺町41-23 03-5741-2001 ○

みうら健内科クリニック 144-0046 大田区東六郷1-26-13 03-3736-4136 ○

医療法人財団城南福祉医療協会　
京浜診療所

144-0046 大田区東六郷1-27-4 03-3734-7288 ○

医療法人社団東京千羽会　羽田腎
クリニック

144-0033 大田区東糀谷1-20-20 03-3741-0774 ○

医療法人社団信愛会  鎌田医院 144-0033 大田区東糀谷2-7-16 03-3741-0662 ○

髙野病院 144-0033 大田区東糀谷3-3-24 03-3741-0011 ○

藤倉医院 144-0035 大田区南蒲田1-3-12 03-3731-5938 ○

医療法人社団誠動会　テクノポート
クリニック

144-0035
大田区南蒲田2-16-1 ﾄｷﾒｯｸﾋﾞﾙ別
館2F

03-5703-5522 ○

独立行政法人地域医療機能推進機
構　東京蒲田医療センター

144-0035 大田区南蒲田2-19-2 03-3738-8221 ○

医療法人社団双愛会　ファミリークリ
ニック蒲田

144-0035 大田区南蒲田2-4-19 ANTﾋﾞﾙ4階 03-5480-1810 ○

医療法人社団有仁会　糀谷病院 144-0035 大田区南蒲田3-3-15 03-3745-2354 ○
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谷川医院 146-0084 大田区南久が原1-8-16 03-3751-3198 ○

野津原医院 146-0084 大田区南久が原2-26-10 03-3758-2713 ○

堀越医院 146-0084 大田区南久が原2-5-21 1F 03-3753-3731 ○

久が原整形外科 146-0084 大田区南久が原2-7-7 03-3757-9888 ○

永石医院 145-0066 大田区南雪谷2-10-2 03-3728-0345 ○

武井クリニック 145-0066
大田区南雪谷2-17-7第3ｻﾝﾕｰﾋﾞﾙ
1F

03-5499-8322 ○

山村内科胃腸科クリニック 145-0066
大田区南雪谷2-2-13ｳｨｽﾞﾌｼﾞﾏｻﾋﾞ
ﾙ3F

03-3727-1955 ○

佐藤外科内科胃腸科クリニック 145-0066 大田区南雪谷2-9-10 03-3727-7384 ○

村上内科 145-0066 大田区南雪谷5-11-7 03-3728-2113 ○

福井医院 145-0066 大田区南雪谷5-7-11 03-3727-5794 ○

千束呼吸器アレルギークリニック 145-0063
大田区南千束1-1-6南千束山本ﾋﾞ
ﾙ2F

03-3785-1811 ○

山口医院 145-0063 大田区南千束2-17-2 03-3729-9153 ○

まつもとクリニック 145-0063 大田区南千束3-19-18 03-3729-7115 ○

すずきクリニック 143-0025 大田区南馬込2丁目25番地3号 03-3773-7311 ○

大森診療所 143-0025 大田区南馬込3丁目7番地18号 03-3771-8364 ○

サカウエ診療所 143-0025 大田区南馬込3丁目8番地29号 03-3771-3956 ○

さい整形外科 143-0025 大田区南馬込4丁目7番地8号 03-3773-6390 ○

正林医院 143-0025 大田区南馬込4丁目9番地7号 03-3771-5158 ○

まごめ内科・腎クリニック 143-0025 大田区南馬込5丁目27番地13号 03-6429-8191 ○

藤井内科クリニック 143-0025 大田区南馬込6丁目1番地8号 03-3774-0633 ○

南馬込内科循環器クリニック 143-0025 大田区南馬込6丁目21番地3号 03-3772-7321 ○

森瀬医院 143-0025 大田区南馬込6丁目22番地9号 03-3771-2301 ○

医療法人社団勝菜会　古部クリニッ
ク

144-0045 大田区南六郷2-21-10 03-3737-7833 ○

すずき内科クリニック 144-0045 大田区南六郷2-34-1 03-5710-2311 ○

松坂医院 144-0047 大田区萩中1-6-28 03-3741-0985 ○

萩中ハートフルクリニック 144-0047 大田区萩中1-9-16 ｶﾚﾙ萩中1階 03-3745-0810 ○

羽田とうまクリニック 144-0047 大田区萩中2-2-3 03-5735-7810 ○
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タカノ内科クリニック 144-0047 大田区萩中2-3-21 03-3741-0202 ○

たかはし耳鼻咽喉科 144-0047 大田区萩中2-7-10 03-5736-4187 ○

医療法人社団月陽会　萩中診療所 144-0047 大田区萩中2-9-15 03-3742-2477 ○

医療法人社団幸栄会　幸和病院 144-0047 大田区萩中3-29-5 03-3745-3800 ○

うつのみや内科クリニック 145-0062
大田区北千束1-44-1ﾘﾊﾞｰﾚﾌﾟﾗｻﾞ
大岡山 1F

03-5726-9807 ○

村上医院 145-0062 大田区北千束1-53-151F 03-3717-6517 ○

北千束内科クリニック 145-0062 大田区北千束2-15-2 03-3748-2348 ○

富田医院 145-0062 大田区北千束2-48-9 03-3729-2222 ○

北千束整形外科 145-0062 大田区北千束3-17-10 03-3748-8100 ○

沼部クリニック 145-0062 大田区北千束3-25-15 03-3729-3600 ○

柳沢医院 145-0062 大田区北千束3-28-6 03-3729-3638 ○

中原医院 145-0062 大田区北千束3-33-3 03-3729-5858 ○

もろおか整形外科 143-0021 大田区北馬込2丁目3番地5号 03-6421-2333 ○

雪谷大塚クリニック 145-0073 大田区北嶺町2-6 03-5754-2062 ○

今井医院 145-0073 大田区北嶺町30-13 03-6421-8081 ○

立石医院 145-0073 大田区北嶺町3-27 03-3720-3404 ○

しみず内科クリニック 145-0073
大田区北嶺町37-29FLOW 
PLACE TOKYO 2F

03-3728-8611 ○

黒田医院 146-0093 大田区矢口1-13-9 03-3759-3305 ○

むさし新田クリニック 146-0093 大田区矢口1-16-17 03-3758-5103 ○

加藤内科小児科医院 146-0093 大田区矢口1-19-25 03-3759-6169 ○

医療法人社団翠のよつば会　新田
セントラル内科クリニック

146-0093 大田区矢口1-20-19 03-3735-2117 ○

広浜内科クリニック 146-0093 大田区矢口1-6-17-101 03-5741-8333 ○

医療法人社団邦礼会　おばら消化
器・肛門クリニック

146-0093 大田区矢口2-11-23 03-3750-8218 ○

（医社）目黒厚生会本田病院 152-0022 目黒区 柿の木坂1-30-5 03-3718-9731 ○

（医社）田中舘医院 153-0041 目黒区 駒場1-28-6 03-3466-0369 ○

松島内科 153-0053 目黒区 五本木1-16-12 03-3712-1685 ○

（医社）イートス会洗足整形・形成外
科

152-0012 目黒区 洗足2-7-15ｷｭｰﾌﾞ洗足202 03-5704-7733 ○
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塚越整形外科 153-0064 目黒区下目黒1-4-10 03-3493-1750 ○

花谷クリニック 153-0064 目黒区下目黒2-18-3花谷ﾋﾞﾙ2F 03-5759-6970 ○

田中医院 153-0064 目黒区下目黒2-22-8 03-3491-7606 ○

すけがわクリニック 153-0064 目黒区下目黒3-13-8 03-3760-8642 ○

河口クリニック 153-0064 目黒区下目黒3-4-2ﾀﾑﾗﾋﾞﾙ2F 03-3716-0706 ○

（医社）博芽会目黒吉田内科クリニッ
ク

153-0064 目黒区下目黒5-9-15-1F 03-3712-6575 ○

（医社）育謙会小林耳鼻咽喉科内科
クリニック

153-0064 目黒区下目黒6-18-26 03-3712-4970 ○

西田医院 152-0022 目黒区柿の木坂1-34-20 03-3724-5359 ○

柿の木坂クリニック 152-0022
目黒区柿の木坂2-8-14柿の木坂
ﾋﾞﾙ

03-5726-3422 ○

駒場クリニック 153-0041 目黒区駒場2-4-5KDﾏﾝｼｮﾝ 03-6279-7557 ○

（医社）高志会はらまち高田整形外
科内科医院

152-0011 目黒区原町1-11-7 03-3792-7070 ○

野口クリニック 152-0011 目黒区原町1-17-1 03-3712-3863 ○

（医社）順伸クリニックにっとのクリ
ニック

152-0011 目黒区原町2-1-24 03-5704-4092 ○

（医社）糖祐会ゆうてんじ内科 153-0053
目黒区五本木1-13-12ﾙﾐｯｸｽ祐天
寺1F

03-5724-5222 ○

（医社）恒和会仲村医院 153-0053 目黒区五本木1-8-9 03-3712-7776 ○

（医社）仁厚会安田診療所 153-0053 目黒区五本木2-8-2 03-3712-1444 ○

（医社）ファーストムーブメント木村メ
ディカルクリニック

153-0053 目黒区五本木3-25-15ﾊｳｽ五本木 03-5773-6880 ○

（医社）梨慶会山内クリニック 152-0035 目黒区自由が丘1-15-19 03-3723-7717 ○

自由が丘本間内科クリニック 152-0035 目黒区自由が丘1-22-8 03-3717-4201 ○

（医社）法山会山下診療所自由が丘 152-0035 目黒区自由が丘1-30-3東急ﾋﾞﾙ7F 03-3724-3811 ○

（医社）めぐみ会自由が丘メディカル
プラザ

152-0035
目黒区自由が丘2-11-16日能研自
由が丘ﾋﾞﾙ2F

03-6421-1080 ○

きむらてつや整形外科内科 152-0035
目黒区自由が丘2-14-18ｸﾞﾚｰｽｱｰ
ﾄ1階

03-6421-3858 ○

（医社）八木クリニック 152-0035 目黒区自由が丘2-16-26 03-3717-2283 ○

（医社）森一会森医院 152-0035 目黒区自由が丘2-22-3 03-3718-0011 ○

（医社）松淨会　松原医院 152-0035 目黒区自由が丘3-10-8 03-5701-6777 ○

（医社）秀慶会中目黒四家クリニック 153-0051 目黒区上目黒1-18-4 3F 03-3711-4805 ○

（医社）鵲志会中目黒アトラスクリ
ニック

153-0051
目黒区上目黒1-26-1中目黒ｱﾄﾗｽ
ﾀﾜｰ4F

03-5773-5570 ○
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中村外科医院 153-0051 目黒区上目黒2-10-2 03-3713-8555 ○

メディカルクリニック中目黒 153-0051 目黒区上目黒2-15-14AKﾋﾞﾙ7F 03-5722-2660 ○

よう子みんなのクリニック 153-0051
目黒区上目黒2-42-11ｸﾞﾚｲｽ中目
黒1F

03-6412-8188 ○

松井内科クリニック 153-0051 目黒区上目黒2-9-24 03-3715-6552 ○

（医社）加藤内科クリニック 153-0051 目黒区上目黒3-1-14ﾒｲﾂ中目黒 03-3792-8710 ○

吉田整形外科医院 153-0051 目黒区上目黒3-11-5井関ﾋﾞﾙB1F 03-3792-2222 ○

（医社）加藤内科クリニック　山の上
診療所

153-0051 目黒区上目黒3-22-7 03-3713-6362 ○

小山内科消化器科クリニック 153-0051 目黒区上目黒3-2-2ﾌｼﾞﾋﾞﾙ2F 03-5725-5570 ○

すわやまクリニック 153-0051 目黒区上目黒3-23-7 03-3714-6692 ○

成子クリニック 153-0051 目黒区上目黒3-3-14 2F 03-3714-7177 ○

久保医院 153-0051 目黒区上目黒4-30-5 03-3715-0117 ○

目黒医療生活共同組合上目黒診療
所

153-0051 目黒区上目黒4-4-21 03-3715-2271 ○

（医社）泰祥会清水クリニック 153-0051 目黒区上目黒5-19-40 03-3715-3290 ○

柴若医院 152-0012 目黒区洗足1-14-2 03-3712-1088 ○

平川医院 152-0012 目黒区洗足1-9-10 03-3712-5968 ○

木野クリニック 152-0012 目黒区洗足2-18-4ｳｲﾝ洗足 03-5721-3788 ○

（医社）片山内科 152-0012 目黒区洗足2-25-14 03-3781-0085 ○

洗足駅前クリニック 152-0012 目黒区洗足2-25-19-1F 03-3786-1009 ○

中島医院 153-0044 目黒区大橋2-2-12 03-3469-2127 ○

おおはしさくらクリニック 153-0044
目黒区大橋2-23-1西渋谷ﾊｲｳｪｰ
ﾋﾞﾙ5F

03-6277-1017 ○

（医社）航洋会目黒通りハートクリ
ニック

152-0004 目黒区鷹番1-10-2 03-6303-3328 ○

つたえ内科クリニック 152-0004 目黒区鷹番1-14-13 03-5768-8232 ○

桜ウィメンズクリニック 152-0004
目黒区鷹番2-15-18ﾊﾟﾙ学芸大学
1F

03-5720-5121 ○

（医社）岩畔会学芸大駅前クリニック 152-0004 目黒区鷹番2-20-10学大80ﾋﾞﾙ3F 03-3793-8170 ○

（医社）慈樹会学芸大駅前整形・形
成外科

152-0004 目黒区鷹番2-21-11ﾌﾟﾗｻﾞ鷹番2F 03-5794-8811 ○

（医社）市川診療所 152-0004 目黒区鷹番2-5-2 03-3711-0030 ○

新川クリニック 152-0004 目黒区鷹番3-15-17 03-3716-8817 ○
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学芸大学ファミリークリニック 152-0004 目黒区鷹番3-15-23-2F 03-5768-3930 ○

今井医院 152-0004 目黒区鷹番3-15-4-1F 03-3712-3481 ○

（医社）城南会西條クリニック鷹番 152-0004 目黒区鷹番3-16-9 03-5704-6771 ○

（医社）菫会目黒病院 152-0001 目黒区中央町2-12-6 03-3711-5641 ○

河井クリニック 152-0031 目黒区中根1-3-9森戸ﾋﾞﾙ2F 03-5701-6688 ○

アイメディカルクリニック 152-0031
目黒区中根1-7-3ｵﾌｨｽ都立大学
ﾋﾞﾙ4F

03-3725-3748 ○

（医財）日扇会第一病院 152-0031 目黒区中根2-10-20 03-3718-7281 ○

西村内科循環器科クリニック 152-0031 目黒区中根2-12-1K&Kﾋﾞﾙ3F 03-5731-0788 ○

都立大よしだクリニック 152-0031 目黒区中根2-12-3ｿﾌｨｱ都立大1F 03-3724-3391 ○

麗華クリニック 152-0031
目黒区中根2-13-11ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ中根
2F

03-3724-4487 ○

（医社）まなの会マミーズクリニック 153-0065 目黒区中町1-27-17 03-5725-4970 ○

（医社）弘友会下目黒歯科，内科 153-0065 目黒区中町1-6-13 03-3760-8877 ○

（医社）喜明会奈良橋医院 153-0065 目黒区中町2-20-7 03-3712-5088 ○

（医社）優愛会目黒ゆうあいクリニッ
ク

153-0065 目黒区中町2-30-5 敦岡ﾋﾞﾙ 03-3710-6119 ○

（医社）目黒中町クリニック 153-0065 目黒区中町2-3-3 03-3712-2361 ○

祐天寺ファミリークリニック 153-0065 目黒区中町2-50-13 03-5720-7750 ○

森田レディスクリニック 153-0061 目黒区中目黒1-1-18ｲｰｽﾄﾋﾙ2F 03-3760-0256 ○

福田医院 153-0061 目黒区中目黒3-22-11 03-3712-2868 ○

ノタニクリニック 153-0061 目黒区中目黒4-5-17-1F 03-5721-3555 ○

目黒ケイホームクリニック 153-0061 目黒区中目黒4-5-1ｴｰｽﾋﾞﾙ2F 03-5722-5500 ○

楢林神経内科クリニック 153-0061 目黒区中目黒5-12-10 03-3712-0693 ○

渡辺医院 153-0061 目黒区中目黒5-26-8 03-3712-2222 ○

木村クリニック 153-0061 目黒区中目黒5-28-3 03-3713-3635 ○

東が丘クリニック 152-0021 目黒区東が丘1-17-18 03-3421-5093 ○

あだち内科クリニック 152-0021 目黒区東が丘2-14-1 03-5779-0810 ○

（医社）ひばり会あおば医院 153-0043 目黒区東山1-1-2東山ﾋﾞﾙ2F 03-3711-7785 ○

はっとりクリニック 153-0043 目黒区東山1-20-18 03-6451-2500 ○
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（医社）邦仁会足高・森内科クリニッ
ク

153-0043 目黒区東山1-4-4目黒東山ﾋﾞﾙ2F 03-3710-2077 ○

ロコクリニック中目黒 153-0043 目黒区東山1-6-5 03-5722-6565 ○

板津医院 153-0043 目黒区東山3-12-1ｺｼﾞﾏﾋﾞﾙ2F 03-5768-0808 ○

（医社）爽玄会碑文谷病院 152-0013 目黒区南2-9-7 03-3723-1515 ○

磯村クリニック 152-0023 目黒区八雲1-10-17 03-3723-8841 ○

中山医院 152-0023 目黒区八雲1-11-21 03-3723-0768 ○

内科・消化器内科おくがわクリニック 152-0023 目黒区八雲1-3-6-201 03-3724-3715 ○

ふくしま内科こどもクリニック 152-0023 目黒区八雲1-4-17 03-5731-2201 ○

都立大石森脳神経外科 152-0023 目黒区八雲1-5-5-1F 03-3725-0177 ○

（医社）光晶会武田医院 152-0023 目黒区八雲3-5-3 03-5726-1122 ○

ふるかわメディカルクリニック 152-0023 目黒区八雲5-15-5 03-6459-5539 ○

駒沢ハートクリニック 152-0023 目黒区八雲5-9-21駒沢ﾏﾝｼｮﾝ102 03-5726-3322 ○

吉田医院 152-0003 目黒区碑文谷1-28-11 03-3712-3396 ○

（医社）敬慧会村上医院循環器科・
内科

152-0003 目黒区碑文谷1-4-7 03-3712-6885 ○

ひもんや内科・消化器科診療所 152-0003 目黒区碑文谷2-6-24ﾄｷﾜﾌﾗｯﾄ 03-5704-0810 ○

（医社）ひもんや外科内科クリニック 152-0003 目黒区碑文谷4-18-11 1F 03-3715-5932 ○

（医社）藤田医院 152-0003 目黒区碑文谷6-4-10 03-3712-6731 ○

（医社）田口医院 152-0003
目黒区碑文谷6-7-4KYﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ
101

03-3714-0188 ○

碑文谷クリニック 152-0003 目黒区碑文谷6-8-20 03-3715-6633 ○

渡久地クリニック 152-0003 目黒区碑文谷6-8-3 03-3712-0872 ○

（医社）七花会平田クリニック 152-0032 目黒区平町1-26-20 03-3717-7256 ○

ソアレメディカルクリニック 152-0032
目黒区平町1-26-3ｽﾐｰﾙ都立大
201

03-6909-2761 ○

阿部医院 152-0032 目黒区平町2-5-7 03-3717-2288 ○

目黒溝口クリニック 153-0063 目黒区目黒1-24-18福山ﾋﾞﾙ4階 03-6417-9045 ○

目黒やすだ内科クリニック 153-0063
目黒区目黒3-10-13大鳥ｴｽﾃｰﾄﾋﾞ
ﾙ4F

03-6303-2755 ○

（医社）ＪＳＫ田中レディスライフクリ
ニック

153-0063 目黒区目黒3-10-2 03-3793-1997 ○

ひまわり井田クリニック 153-0063 目黒区目黒3-14-3 03-3791-7650 ○
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（医社）村林会村林クリニック 153-0063 目黒区目黒3-1-7-202 03-3715-0138 ○

友成クリニック 153-0063 目黒区目黒4-10-10 03-3715-1181 ○

新津医院 153-0063 目黒区目黒4-10-5 03-5876-5175 ○

おおの内科外科クリニック 153-0063 目黒区目黒4-26-5上田ﾋﾞﾙ1F 03-6303-3822 ○

井上内科医院 152-0002 目黒区目黒本町3-15-10 03-3712-0233 ○

中沢医院 152-0002 目黒区目黒本町3-5-11 03-3712-9302 ○

ドクターナカムラ目黒本町医院 152-0002 目黒区目黒本町3-7-8 03-5725-8825 ○

小西医院 152-0002 目黒区目黒本町4-14-19 03-5768-5541 ○

松井診療所 152-0002 目黒区目黒本町4-2-20 03-3716-4895 ○

（医社）恵俊会こんどう医院 152-0002 目黒区目黒本町5-27-17-101 03-5768-7317 ○

（医社）順信会目黒整形外科内科 152-0002 目黒区目黒本町6-1-2友愛ﾋﾞﾙ 03-5725-3677 ○

（医社）高礎会高崎クリニック 152-0002 目黒区目黒本町6-3-6 03-3712-4527 ○

西小山診療所 152-0002 目黒区目黒本町6-6-8 03-3715-9141 ○

宝山クリニック 153-0052 目黒区祐天寺1-18-9-1F 03-6451-0126 ○

（医社）良辰会めぐろ鈴木内科・小
児科

153-0052 目黒区祐天寺2-14-19四宮ﾋﾞﾙ3F 03-6914-8555 ○

たけまさクリニック 153-0052 目黒区祐天寺2-15-6S.FLAT1F 03-5768-1336 ○

曽野医院 152-0034 目黒区緑が丘1-22-3 03-3723-2886 ○

中野医院 152-0034 目黒区緑が丘2-23-16 03-3717-0230 ○

Ａｌｏｈａさおり自由が丘クリニック 152-0034
目黒区緑が丘2-24-15ｺﾘｰﾇ自由
が丘EST3F

03-6459-5068 ○

いいがやクリニック 152-0034 目黒区緑が丘3-2-3 03-5729-0220 ○

伊藤小児科・アレルギー科 152-0034 目黒区緑が丘3-8-8 03-3729-1312 ○

やまなか内科クリニック 152-0034 目黒区緑が丘3-9-32 03-3748-8739 ○
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